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就活

には、

TOEIC スコアが有効！

留学

には、

TOEFL スコアが必須！

「池袋の英語塾 ランゲージスクール航」 なら今なら

就活に役立ちました！
≪就活勉強の一環として≫
とにかく就職に英語は必要という認識があったのでまずは自分で TOEIC の勉強を始めました。大学受験後すぐ
に始めたので結構良い点がすぐとれると思っていたのですが、結果は惨敗。どうすればよいのかと悩んでいる
時に、航先生のところでなら少人数でしっかり見てもらえ、学生の自分でも払える料金なので就活勉強の一環
として長く続けられると知り、思い切って受講することに決めました。僕は、TOEIC のスコアの上げ方はもち
ろんのことですが、その他、就職への不安や悩みなども相談できましたし、TOEIC を就職に役立てた先輩方の
話なども聞くことができてとても良かったと思います。単にスコアあげますよというところとは違って、いろ
いろ相談しやすいというのは学生にはとてもよいと思います。
実際の就職面接では、
「TOEIC のスコアすごいね」と面接官の方に直接ほめていただけ、無事希望のところに就
職することができました。やはりこのスコアは、内定の決め手として大いに役立ったのではないかと思います。
好成績を残せたことが自信にもつながり、面接で落ち着いてうまく話せたこともあったと思います。

入塾当初 ４５０→

１年後 ６８０→ さらに３か月後

８５０

≪教師も学びに来る授業≫
大学卒業後は学校の教師になりたいと考えていました。大学生の時は、学習塾で英語の講師のバイトをしなが
ら実践を積み、さらに自分に磨きをかけるために航先生の TOEFL 講座も受講していました。実は、大学受験で
も航先生にお世話になっていたのですが、まだまだ航先生から吸収しきれていないと感じていましたので受験
後も続けて受講することにしました。自分の英語の弱いところ、強化しなければいけないところをすでに航先
生にはよく理解していただいているという安心も続ける決め手であったと思います。航先生は、とにかく多分
野にわたって知識が豊富なのですが、大手予備校講師の経験もあり、教師としてもとても教わることが多く、
私以外にも講師・教師の方が学びに来ていました。私の場合は、留学という目的で TOEFL を学んだわけではあ
りませんが、TOEFL は、Speaking, Listening, Writing, Reading とありますから、続けて受講していると自分にバ
ランスよく力がついてくるのが実感できますので教師を目指す方にもよいのではないでしょうか。
また、就職時には、個別に授業トライアルについてもご指導いただき、希望の学校への就職が内定いたしまし
た。しかし、まだまだ教わることは多々ありますのでこれからも時間の許す限り勉強を続けさせていただきた
いと思います。

あきらめないで留学！
≪1 年かかるといわれたスコアアップがたった 1 か月で≫
とにかく留学をしたかったので TOEFL の勉強を自分でしていました。大学に留学センターが定期的に出張相談に来
ていたので、まずは自分の TOEFL スコアを持って相談に行きました。
自分のスコアは 60 で、希望の大学へはあと１０足りなかったのですが「あとスコアを１０上げるには 1 年はかか
りますよ。」ときつーいお言葉。すごくショックでした。のんびり屋の自分ですが、
「大学中に留学したいのに危う
い？！」と、ここではじめて焦りだしたんです。
どうにかして早くスコアをあげたいと思い、学生でも通いやすく「留学ジャーナル」への紹介もある「ランゲージスクー
ル航」で TOEFL の受講をすることにしました。先生には、「しっかりやれば７０なんかすぐだよ」と勇気づけられ、すがる思
いで頑張ったら、1 か月後、なんと！すぐに７０を Get できたんです！
その後、もう一度留学センターの人にスコアをみせると、短期でこれだけスコアをあげられたとびっくりして、今度はや
さしく?！「これなら大丈夫ですね」と言ってもらえました。
現在は、アメリカの大学に出願中です。願書の出願では、私のミスで出願期限まで残り 1 時間というまたもや危うい状況
になってしまったにもかかわらず、航先生が懸命に手伝ってくれたので出願に間に合うことが出来ました。こんなにも
親身になってくれる先生はなかなかいないと思います。
留学までには、もっと TOEFL のスコアをあげたいですし、向こうで充実した留学生活を送りたいので現在も続けて「航」
で勉強しています。
入塾当初

TOEFL６０

→

1 が月後

10 点アップし留学へ

≪スコアが 3 か月で倍に!≫
TOEFL のスコアがはじめ 30 くらいしか取れなかったので、スコアをもっと上げようと TOEFL のコースを探していました。
大手ではなく小さな塾だけど家の近くで通いやすいという理由から気軽に航先生のところの無料体験授業を受けてみ
ることにしました。が！これが大きな出会いでした！航先生のいうことは、自分にはみんな新鮮な事ばかりではじめは
とてもびっくりしました。そこで早速、受講をすることにしたのですが、またまた 3 か月でびっくりすることがおこりまし
た。航先生に「またテストを受けてみたら」と勧められたので、とりあえず前より少しでもスコアがあがっていればいいな
あという気持ちで受けてみたところ自分でもびっくりする倍のスコア６０超をとってしまったのです！はじめは最低でも
目標なんとか５０なんて思っていたのにこんな短期間で６０を超えるなんて思いもしませんでした。航先生の授業を受け
て本当に正解でした。とんとん拍子に話が進み留学出願まで面倒をみていただき、お金もだいぶ節約できて良かった
です。
入塾当初

TOEFL30

→

3 か月後

60 越えし留学へ

≪何をやってもダメだった Speaking がアップ≫
職場で英語を使う機会があったことから、今の仕事のスキルアップを図るために留学を決意しました。実は、今まで名の
ある学校にいくつも通いましたし、TOEFL を勉強している人がみな受けるだろう主要なネット講座もほとんど受講しまし
た。（もちろん世間で良いといわれる教材を買って自分で取り組みもしました。）ネイティブに直接習ったほうが早いの
ではないかと安直に考え、直接指導を受けてみたこともあります。ですがどうしても Speaking１９を超えることが出来ま
せんでした。年齢的にも金銭的にも追いつめられていたところ「航」のチラシをたまたまもらい、料金的に安いながらも
個別で指導して下さると書かれてあったので、最後の頼みの綱と航先生のところへ通うことにしました。
私は、今まで自分で行ってきた問題の洗い直しをお願いし、とことん先生に分からないところを質問させていただきま
した。航先生の解説を聞くと不思議と驚くほど全てがつながっていくのです。そしてあれほど苦労した Speaking が驚い
たことにたった 3 か月で 23 になったのです。
私は、先生と近い年齢にもかかわらず始めは先生の全てをつなげて考える思考法についていくのがやっとでした。しか
し「Logic の基礎から、学術の英語の基礎から、発想の仕方から、すべてがつながっているのだ」というとが私にもだん
だん分かるようになり、自らそうした思考法が最近ではできるようになってきました。目標のスコア１００もすぐそこだと
思います。私のように悩める社会人の方は一度受講してみると道が開けるのではと思います。
入塾当初

Speaking19 →

3 か月後 23

現在留学中！Interview
A)現在、通っている大学はどこですか？
UCSD: University California San Diego
Extension Business Management program
B)どのような勉強をしていますか？

K. Yamamoto

この学部でビジネスのマーケティングについて学んでいます。

このプログラムは三学期に別れていて、それぞれ違った内容の学習をします。学期が進むにつれて内容が難しくなりま
す。二学期目からはインターンシップが必須なので、アメリカの会社で働くという経験もできました。
C)どうして留学をしようと思ったのですか？
まず航先生の授業を受けていて、英語を学ぶことが自分の視野を広げることにつながると思うようになりました。そし
てそれを実際に体験してみたいと思うようになったのが留学のきっかけです。今は、仕事をする上で英語は必須のツー
ルだと思います。ですが、実際のところそれを使いこなしている人は、特に日本人ではわずかだと、それならば、なおさ
ら自分はとことん挑戦してみたいと思いました。
D)留学を実際にしてみて楽しいこと、大変なことはありますか？
留学して楽しいことはたくさんありますが、僕は色々な国の人と日々過ごすことが一番楽しいことだと思います。文化
が違うので色々なことが違うのは当たり前ですが、意外と同じことも多くてよくルームメイトと驚いたり笑ったりしてい
ます。
問題も時にはありますが、そうしたこともよい経験ですから大変だとは思いません。食事は、ちょっと日本の食べ物が恋
しくなりますけどね。日本の良さを感じられるところも良い経験になります。
E)これから留学をしようと思う人に何かアドバイスはありますか？
留学準備（勉強）をしっかりとしていったらよいと思います。日本人はスピーキングとリスニングが下手で逆に文法などは
すごく得意だといわれていますが、大学に通うならば折角ですからきちんと学んだことが吸収できるようにもっと
Reading や Writing の力をつけていった方がよいと思います。確かに生活になじむには Speaking, Listening 力が必要に
なってきますが、それらはいつでも実践状態ですから力がつきやすいです。しかし、大学で学び単位を取るとなるとやは
り日本で学ぶ程度の読解力や文法力ではまだまだだと思うことがしばしばです。
F)今後は、どのような予定ですか？
留学をしてできるようになってきたこと、例えば英語でプレゼンテーションができるようになったとか、そうしたことから
英語を使うということに自信がついてきました。これからはこの学部で学んだことをどんどん活かしていきたいと思っ
ています。今は英語を使うマーケティングの仕事を主に探しています。

G)「航」の TOEFL 講座を受講してどうでしたか？
まず留学をするなら TOEFL の勉強をしっかりとやっておくべきだと思います。航先生の授業は、全パート丁寧に教えてく
れますし、各自の課題を的確に見つけて指導してくれるので短期間でも実力がついてきたと分かります。また、それ以外
にも留学体験の話なども聞くことが出来て楽しいです。
先生には、留学前にコース申請の推薦状が必要だということで推薦状を書いていただきましたし、留学後も奨学金のこ
とで困ってアメリカから電話をしたこともあります。そうしたことにも先生は、快くすぐ対応して下さいました。「航」で
TOEFL を受講すれば留学した後も非常に心強く安心だと思います。

ありがとうございました。

TOEIC や TOEFL は始めて見たいけど一括で安くても 10 万はかかるからと諦めている人はいませんか？

ランゲージスクールワタルなら

TOEIC なら毎月 16,800 円

※別途、入塾金(初回時)と教
材費(半年分)3150 円がか

TOEFL なら毎月 18,900 円

かります。

リーズナブルなので特に学生が長く続けて勉強しています。就活に活用出来た人、留学できた人もたくさんい
ます！

１１月末までに入塾の方は、
入塾金

5000 円割引！

でも、いきなりはじめるのは心配という方も安心です。
もちろん、無料体験授業を入塾前に受けていただくことができます。
ぜひ、お友達も誘って一緒に参加してみてくださいね！

基本は、土曜日に隔週で(13:00－16:10)TOEIC と TOEFL を行っていますが、土曜日にこられないという場
合も安心。振替が可能です。
また、土曜日でなく他の曜日に来たいんだけどという方もご相談に乗ります。実際に、土曜日はどうしても予
定が入っていて来られない。普段の日で大学の授業前が空いているのでお願いしたいといって普段の日に授業
を行っている生徒もいます。つまり、授業形態は、相談の上決定できるということです！人数も少ない中で行
っていますので自分に合ったカリキュラムで進めてくれますよ！
TOEIC や TOEFL は始めたばかりは、いきなりネイティブ講師につくのはあまりおすすめしません。ただでさ
え、初めてで聞きたいことが山ほどなのに、質問もしにくい、日本人特有の悩みをきちんと分かってもらえな
いなんてことも。
講師紹介

中山

航

Wataru

Nakayama（ランゲージスクール航代表）

オーストラリアへの留学経験もあり、もちろん TOEIC 満点、英検１級の持ち主。
元予備校講師なので学生への教え方は心得ています。留学中は、成績優秀者として奨学金も獲得。
なぜか、博士号をとるような生徒たちにも慕われ？レポートや論文の指導をすることもしばしばだ
ったとか。研究項目は、TESOL（第２外国語としての英語教授法）だったので、海外でも語学学
校で授業を行っていました。ですから、英語を母語としない生徒たちが何に躓きやすいのかも熟知
しているので、的確なアドバイス、対策が施せるのです。
ガンダムとロックを愛する熱い先生にぜひ会いに来てください！
早稲田大学政治経済学部卒
授業は、私、中山が
責任をもって行います！

オーストラリア

ウーロンゴン大学大学院 TESOL Graduate Diploma 取得

2011 年、『やり直しの中学英語
「All about

ＣＤ２枚でかけぬける』を新星出版社より出版。

プロファイル」の英語専門家。

高校教師向け英語雑誌「高校英語教育」執筆。
2012 年、東宝映画伊藤英明主演「悪の教典」黒板・授業シーン指導。

ちょうど、CM で放送さ
れていた黒板シーン。

まずは、カウンセリング・無料体験から。

Language School Wataru (ランゲージスクールわたる)

―大学受験・小中高英語・英検・TOEFL・TOEIC―

✉lsw@lswataru.com HP http://www.lswataru.com
〒171-0022 豊島区南池袋 3-18-30 ファースト日野ビル 2F (ジュンク堂近く東通りを雑司ヶ谷方面まっすぐ 3 分右手)
☎ 03-3590-5056

