
魃 膠楊貯響陽 吻渕爾顆颯絋蘊饉玲∫鰹鋏

小撃儀 :4ヽ撃撫でも高撃準lit製翻が必鯛科闘b學めの対驚rJtポィントです。

申攣齢 中学機でも翼路:よ楔胴で機鑢を響うようになります。勝鮭力たけでなく轟文、欝伸も必霞 :9の うちに盤罐力をUPさせましよう !

簡機生 :大学入鋼にも機に出う !ま た、英敏など槻格餞朧必額です。大学入学時に就職時に宿椰」な奥被:ま人盤鷲機ゆえ、準1織 ItX上のレベルが求めら

れてい議す。9のうも饉力を伸ばし摯しよう。                        .
申簸〆切り 20鷺 1/3/7(識 )

数
=と

鋤 ム い日程創 、ご相畿飛 りますので

対象学年 コース名 内容 日数 時 間 料金(教材費込)

全学年 くフオ●…アツプク

ラス (個 炒11‖ 導)>

人 気 講 座 で

製 _

くlJり |フォローアツプ 1カ11の対応、弱点J山化

,30分 (1難鏑)+00分 (漱冒)

贅★☆☆☆★★☆☆☆★★☆★★☆☆☆☆★☆

共鱈が少し難しくなつてきた方にお勧めのクラ

スです。 1対 1で丁宰に解蘭。また、そのあと

濶1轡 の‖キ‖1が あるので、実際に理力単できたかも

llt認 できます。

☆☆☆☆贅☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆贅

予約制

※時間については側別にお問い合わせください。

予約市1 30分 (降義)

00分 (腕習)

通lr小 学生 。中学生 7,160円 、

出枚生 8,800「 1の 1受集lЧ が

一体 5,600円

オンラインZoom対応可

高校生 く共通いた験

対策確江>

く受験」
`対

無>

共通紙瞼はlll断共1勿です。変までの課題と

してクリアしましょう !

全 B回

7/20(火 )、 7′27(火 )、 8/3(火 )、 8/17(火 )、 8′ 24(ノく)、

3′ 31(火 )、 9′21(火 )、 9728(火 )

(磁‖鵜60分 )

lt1 1 00‐ ltJ:30

全 8回

全 3回 201240円

1回 2,680円

高技生 く長文i綺角本> i41il11年続/11ポイント.ユ文に対する普手意1艇を

克1捜 しましょう。

± 8L

714・ 0(火 )、 7′ 27(火 ),8′ 3(火 )、 8′ 17(人 )

8′24(人 )、 8′ 31(人 )、 9′21(火 )、 D′ 28(火 )

(1lt赳 +1世 義 じ0分 )

30分 120:0020:60

企 8回 22,000,1

1回 2,7じ 0■l

両検生 く貫作文>

撤越撫習 |

人機のエッtイ綱(習 や共検潜lll、 準 l級 '1級

TOEFL対策にビッタリ。(外国人識酎i担当)

全 6「Hl

7′ lo(上 )、 7′ 17(上 )、 7ノ 20(火 )、 7′ 271火 )

8′3(人 )

(LUt則 ■崎義 60分 )

30分 +19100・ 19:00

全 じ]131760円

1回 2,760「I

高校生 く英単部強化> 文法が終われば後は目指すレベルの譜彙力

勝負 !

全 5回

7′21(水 )、 7′ 28(水 )、 8′4(水 )、 3′18(水 )

3/23(/1く )

10100‐ 16

(60`))

全 5回  11,550円

1「l12,310円

高校生 くリスニング強化> 正しい勉j虫 方法でステップを皓んで練習サ

れば必り・リスニングカは伸びます |

(外 蜘ヽ人薗師III当 )

全 bl・J

7′6(月 )、 7712(月 )、 7′2o(火 )、 7′27(火 )、 83(火 )

鰈旭+識義 50分 )

30う)+20:00‐ 20:60

全 6回 13,7r∫ 0円

1回 2.750円

中1挙生 く夏体みまでの文法復

習>

中学の文法は基礎中lll基 礎 1

夏までに4月 からの復僣を終わらせよう1

全 8恒 |

7′10(火 )、 ツ27(火 )、 8′3(火 )、 8′ 17(火 )

8′2■ (人 )、 8′ 31(火 )、 0′21(火 )、 9723(火 )

li雄義 う0分 卜ヽJ‖ 題)

中 130分 110,0016160

中 230分■17100・ 17,50

中 380分+1810018:卜0

/‐ 81J17,dlll Pl

l回 2.200円

中学生 3年ιL くヽ文対策> 中学3年生を対象に長文 `共 作文 |

高校受験対`策でケ。

全 5コ

マ/21(水 )、 7′28(水 )、 8′ 4(水 )、 8′ 13(水 )

8/24(水 )

(糾 1題+識義 60分 )

30分 115100‐ 1660

■ 51口 12,100円

1回 2.420 Pl

中学
7L くスピークアップ> 気楽に共会晴レッスンl増illl学 せ′1リ スニ

ング強|ヒにも弊がり、一石二鳥 |

0・国人耐師III当 )

全 うにl

7′2(金 )、 7′9(金 )、 7′ 10(金 )、 7川

'0(金
'

8/6(る ,)

17:0017160

/(50分
)

“

151●411`000円

1,12,200 Pl

中学生 く発廿、アクセント、

助 嗣 の 変 化 形 >

外国人1漑師による単 llレ シスン 1リ ズムに

合1つせて発普感覚を養いまl′ ょう|

全 らニ

7′ じ (月 )、 7′12(月 )、 7′ 11)(り 1)、  7′26(1)

8′2(月 )

10,00・ 161 60

(60分 )

全 5回 lJ,000円

1凹 2,2()0円

り,児 ′小学生 佃

"l発
昔 嬌 ■

ス 1タ ー ク ア ップ

外国人留0前1に よる発昔場正。lEしい音が出1士

るとリユニングカもアップJtす。

予約llll

※日程については個別におlpl合せ下さ|

予約lli 4()分 1回 3.300円

全単年 英検対策後lli座 共検1式憤イムのフオローアップレッスン.試験

結果をもとに、弱
`点

"イ

ヒを行います。ソtの ス

テップアップにも最適な復智講座です。

主 3 EI

予約制

※日程については T・l別 におF.ll合せ下さυ

予約llj 60分 全 3凹 6,61'O Fl



小学 7_′ 中学生′

高校生

く夏休み宿題> 肛休みの宿題は早めに終わらせよう | 予約制|

※日程については個別におFul合せ下さ0

全 3回 (予約侑1)

予約m1 60分 小学生 全 3回 8,250円

中学生 全 3回 9,900 Pl

■i依生 /13恒 1131200円

共検

0級～2級

英検IFl去 間チャレンジ 過去問練習

(模

"え

テスト+最終日に11おιあり)

予約‖J

※日程については個男1におr・3合せ下さし

全6凹 (予約‖1)

級により異なる

(1"illl～ 2時脚1)

予約‖J

全 5回  5,600111

ざ蝠蛾1職お臨几臨《 ‖茫休み朧麗、俯鞣、数鵠レツム鱚 】‖

鸞蹴嘲醐

(7,150円 )

(7,700円 )

で鼈》

中学校数学 1年生 水1蠅 日14:00・ 14:50 (8,250円 )

働年生 贄嘲曜日14:00・ 14160 (8,800円 )

3年生 」螢曝菫日 14100‐14:60 (91360円 )

謳麟朧 朧休み瘍嘲謳%雛機聰

小学校算数 火曜日: 1-3年生 14:00・ 14150

Zllれψ6詢F」116:00・15:50

珈 θttJ曲妙 θ″ノ″ゴ

東京大学、京都大学、ICU国際基督教大学合格 ll

☆朧朧申鱗、隠朧翻機、翻憮太攣 0饉闇饉血議盤大攀☆

英語が好き、留学したぃ、他では真似できない、国際社会に通じる英語教育を行います。

ラ・サール中学校、西大和学Eil中学校、 lCU国際基将教大学Fii等学校、東京学芸大学附属高等学校、灘lti等学校

100国際基督教大学、秋田国際教養大学、東京外語大学、関西外国語大学

東京大学、京都大学、慶應義塾大学、奈良女手大学、津IEl塾大学 早稲田大学、その他:有名大学多数合格 !

リンゴスクールの追れまでの実績 l

i逮お申し込み箸を提出頂きます。

※料金はすべて税込です。また、料金は2021年夏期識習のみに適用されます。通常のクラスとは異なっておりますので、通常クラス料金に

っきましては別途お問い合わせください。

来受講確定後のキヤンセルにつきましては手数料を1頂 きますのでご了承ください。

※リンゴスクール在枝生の方につきましては、料金は翌月の口座振1牟時に上乗せとさせて頂きます。

メ解無賠リンゴスク~ル 嘩瑚努局  鸞覇活087・ 331・3241 Fax 087・ 881・ 3244

高1公市亀井町 11・0(電話受付 :平 日 =土 llll口 ともに 正午～20時 )

コ‐m,1〕 遇出@ligosch001 CojpHP:http=ll… .hn"Sd1001.cO i0

社団法人 全国外国語教育振興協会 力‖盟校

タト国語教育」業の健全な発展を目的とし設立された協会です。りう確な倫理規定に基づく公正な学校運営を行い心豊かな国際人育成に情熱を注いでいます。

詳ιレッ然 だついてのお聯い金勧Ⅲ お■込みは



英畿 謡

踪秒涸鼈瘍聰鯰舅饂瘍踪
2021年夏期講習 受講申込書

私は下記の講座に受講昴申込みをいたします:

講座情報

コ ー ス名

日程

回  数

受講料 円

受話 氏名

受講 申込 目      年   月  日

精算 日 :

※料金はすべて縫込です。また、料金lF■ 2001年夏期講習のみに適用されます。

※受講確定後 479キャンセルにつきましては手数料を頂きますのでご了承く
だ

さレ
ト

※受講料はお申し込み:の際に前受けとさせて葉きます。 リンゴスタール在校生につきまし

ては、.料金は翻 の口座振替時に上乗せとさせて頂きます。
摯   ※定員になり旗第クラスを締め勢らせて頂きます。また、定員に満たなし場 合はクテスが

キャンセルとなります。

※風肝 秩序を乱したりする場合など、3~3営に妨げがあると判断 した塀合は出席をお断り

致します:  |

F「


