
Eiken “GOK AKU” Course
小学生対象

小学生以上

英検
®

合格コース

英検
®

対策コース

6時間×4日間の特訓で、英検合格を目指します！6時間×4日間の特訓で、英検合格を目指します！

開講スタジオ一覧 開講時間は、すべて10:00～16:00 ※一日コースのみです

▼ スケジュールの合わない方は、こちらもご検討ください ▼

レッスンを自由に設定して合格を目指そう！

3級

2級・準2級

90分×1回

90分×2回

90分×3回

¥20,300

¥10,150

¥30,450

¥31,020
¥22,890
¥18,660

¥51,700
¥36,300
¥24,450

完全個別指導（1名）

個別指導（2名）

少人数指導（3名以上）

完全個別指導（1名）
5級

90分×3回

4級～1級
90分×5回

個別指導（2名）

少人数指導（3名以上）

¥34,710
¥25,620
¥20,910

¥57,850
¥40,600
¥27,400

MLS会員 会員以外1次試験対策 2次試験（口頭試問）対策

・別途、登録教材費として¥2,610を申し受けます。
・長期で対策ご希望の方へは、8回、10回、15回のコースも設定可能です。
・コース開講日7営業日前を過ぎてからキャンセルされた場合、キャンセル料¥3,000を申し受けます。
・開講後のキャンセルは承りかねます。

・上記金額に検定料は含まれておりません。

・2次試験対策は、基本的にマンツーマンレッスンです。
・別途、登録教材費として¥2,570を申し受けます。
・開講後のキャンセルは承りかねます

内容やスケジュールを、ご希望に合わせてアレンジできる、「オーダー
メイド」のコースです。講師のスケジュールが合えば、夏休み中のレッ
スンも可能です。

※金額は、すべて消費税を含んでいます

会話の応答文選択

会話の内容一致選択

イラストの内容一致選択

リーディング

短文の語句/会話文の空所補充
日本文付き短文の語句整序

長文の内容一致選択

英作文

リスニング

ライティング

　過去の出題から傾向と対策を図ります。出題形式は、従来以下のように
なっていますので、適切な解答を導き出せるように講師が指導いたします。

自由が丘スタジオ

吉祥寺スタジオ

横浜スタジオ

東戸塚スタジオ

■セッション②

7月27日㈫～30日㈮

自由が丘スタジオ

■セッション③

8月3日㈫～6日㈮

■セッション④

8月17日㈫～8月20日㈮
※英検受験は、別途お申し込みが
必要です。

※英検受験料は、コース費用には
含まれておりません。

2021年度 英検®実施スケジュール2021年度 英検®実施スケジュール

英検®

第1回 5月30日㈰ 4月24日㈯

第2回 10月10日㈰ 9月4日㈯

第3回 2022年1月23日㈰ 12月4日㈯

検定日 受験申込締切 ※英検はMLS会員のみを対象に、横浜スタジオ（5級～2級）、自由が丘スタジオ（受験級は毎回
変わります）、錦糸町スタジオ（4・5級のみ）で実施しております。MLS会員以外の方の受験
は、一次免除の方も含め対策コース受講が条件となります。

※英検を本会場で受験される際は、各自、書店、インターネットなどでお申し込みください。

※左記の受験申込締切日はMLSでの受験申込締切日です。

※左記は2021年3月12日㈮時点でのスケジュールとなります。予告なく変更される場合がござい
ます。予めご了承ください。8



　すでに大手企業などでは、日本でも「英語が公用語」の時代。就職・受験などでTOEICなどの
公的な検定のスコアが改めて評価されている中、MLSでも検定対策コースを始めました。

　TOEICやTOEFL受験はまだ早いという方向けに、中高生を対象にした「TOEIC Bridge」「TOEFL Jr.」
という受験準備として最適な試験があります。

　世界90ヶ国で年間約500万人が受験する国際コミュ
ニケーション英語能力テスト。日本では、大学や短大の
推薦入学・単位認定や、就職時の採用基準、企業におけ
る昇進昇格の要件として幅広く活用されている。

　英語を母語としない人を対象とした、大学教養レベ
ルの英語運用能力を推定する世界共通のテスト。世界
180ヵ国で年間約100万人が受験。英語圏の大学に留
学するために必要なテストです。

  MLS会員のみ 

TOEIC Bridge / TOEFL Jr. 90分×3日 ¥31,020（税込） 

TOEIC IP 150分×3日 ¥51,700（税込）

個人指導コース

※別途、登録教材費¥2,610を申し受けます。
※クラス開講日7営業日前を過ぎてからキャンセルされた場合、
※キャンセル料¥3,000を申し受けます。開講後のキャンセルは承りかねます。
※上記の料金には、検定料は含まれておりません。
※グループレッスンについては、MLS本部までお問い合わせください。
※会員以外の方のご参加には「入会金」が必要となります。今なら入会金半額免除!!

　留学したことはありませんが、幼い頃からMLS
にて英語に触れていたので、speaking, hearing
を友人のアメリカの方に上手だねと言われた経験
があります。TOEICの問題ではlisteningや日常
的会話問題もあり、ここの分野が得意であるの
は、MLSのおかげだと思っております。

　2歳の終わりのころからＭＬＳを始めました。特
に「ＴＯＥＩＣのための勉強」というものはせず、先
生が用意して下さった長文をたくさん読み、分か
らない単語を調べていくといったごく普通の勉強
法でしたが、無事目標の800点をクリア！ 今年は
900点目指してがんばります！

山本 愛さん（大学1年生） 820点

相澤 太郎さん（大学4年生） 810点 野宮 しのぶさん（大学4年生） 810点

奥山 哲史さん（大学3年生） 805点

　TOEICではいつもリスニング・セクションで点
数を稼いでいます(笑)　それが出来るのも、3歳
からMLSで毎週英会話に触れていたからだと実
感しています。45分間のリスニング中は英語を聞
いているのが苦ではなく、ネイティブの英語にも
耳が慣れているので戸惑う事もありません。

　MLSには２歳の頃から通い始め、生の英語とい
うものに長い間触れることができました。多くのこ
とを学びましたが、中でもリスニングの力をつけら
れたことは今でもとても役立っています。TOEIC
では、幼いころから培ったリスニングの力を使い、
いい点を取ることもできました。

● MLS在校生・卒業生も、続 と々好結果を残しています!! ●

英検3級以上取得の方からお勧めです

※IP : Institutional Program ※TOEICへの架け橋になるテスト

※TOEICは「990点満点」で、730点以上で「どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備えている」と言われています。

2021年度検定日

TOEIC IP/TOEIC Bridge/TOEFL Jr.

TOEICとは? TOEFLとは?

TOEIC IP･Bridge TOEFL Jr.

■ MLS横浜スタジオにて受験いただけます ■

2021年 6月27日㈰

 8月29日㈰

 11月28日㈰

2022年 3月27日㈰

2021年 8月29日㈰

2022年 3月27日㈰

　TOEICで好成績を収めた生徒さんにコメントをいただきました。全員が、幼児の頃からMLSジュニア
クラスに通われていた方たちです。

MLSのTOEIC･TOEFL対策コース
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金額は、すべて消費税を含んでいます



兄弟割引

3日割引

早期割引

■基本の受講費用

■各種割引特典

■お申し込みキャンセルについて

¥4,000引き

¥8,000引き

ご紹介キャンペーン
実施中!!

サマースクール参加費用など
　費用は、ジュニア・シニアサマースクール、土曜日サマースクール、４日間でミュージカル、英検合格コースすべて
共通です。複数のセッションを受講される場合、申し込みセッション数に応じて割引が適用されます。

お
申
し
込
み
セ
ッ
シ
ョ
ン
数

・複数のセッションを受講される場合、申し込みセッション
数に応じて割引が適用されます。

・MLS会員以外の方は、別途入会金が必要です。

　一旦お申し込みいただいたサマースクールをキャンセルされる場合、お申し出の時期によって下記のキャンセル料が発生
します。ご入金済みの場合は、キャンセル料および返金手数料を差し引いてご返金いたします。予めご了承ください。

　キャンセルの際は、お電話（MLS本部：03-3320-1553）もしくはファックス（03-3320-3622）にて、①参加者名
　②クラス番号　③サマースクールをキャンセルされる旨　をお申し出ください。

通常¥16,500 → ¥8,250
サマースクール入会キャンペーンサマースクール入会キャンペーン

● 会員期間は、中学校卒業時まで

● MLSのクラスやイベントに、お得な会員価格で
ご参加いただけます

2021年5月末までにお申し込みいただくと、合計金額より

ご兄弟の合計金額10万円以上の場合、合計金額より

¥4,000引きご兄弟の合計金額10万円未満の場合、合計金額より

一日コース→税込金額より ¥4,500引き

半日コース→税込金額より ¥3,000引き

4日間のコースの内、3日間しかご出席頂けない場合は、
事前にお申し出いただければ

サマースクールにてご入会される方へは、会員規約の説明の
ために、本部より連絡をさせていただきます。

半日コース一日コース

セッション① 7月6日㈫ ～ 7月19日㈪

セッション② 7月13日㈫ ～ 7月26日㈪

セッション③ 7月20日㈫ ～ 8月2日㈪

セッション④ 8月3日㈫ ～ 8月16日㈪

¥5,000 ¥3,000

ジュニア/シニアサマースクール、
4日間でミュージカル、英検合格コース

一日コース

ジュニア 7月10日㈯ ～ 7月23日㈮ ¥5,000

土曜日サマースクール

　MLS会員さまのご紹介で、ご親戚・お友だちなどがサマースクール
にご参加いただいた場合、ご紹介者と受講者それぞれにQUOカー
ド¥1,000分をプレゼント！ 複数の方をご紹介いただければ、ご受講
された人数分プレゼントさせていただきます！

※開講当日以降は全額を申し受けます

費用はすべて消費税を含んでおります
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3セッション3セッション3セッション

一日コース 半日コース

¥47,300

¥85,140

¥26,400

¥47,520

１セッション

２セッション

３セッション

４セッション

¥122,980 ¥68,640
¥141,900 ¥79,200
¥35,475土曜サマー

※一日コースのみ

※上記早期割引、兄弟割引、3日間割引は全て併せて適用されます。

入会金

「4日間でミュージカル」は、発表を行う
コースの特性上、3日間のみのお申し込み
はできません。

※クオカードの送付は、受講確認後1か月以上お時間をいただきます。予めご了承ください。



お申し込み締切

キャンセルについて

定 員

感染症対策について

お持ち物
□うわばき　 □甘くない飲み物　 □お弁当/おしぼり（一日コースのみ）
□筆記用具（ジュニアサマースクール以外のコース）

サマースクール2021申込書 Summer School 2021 Application

コース変更締切

FAX.03-3320-3622

キャンセルのお申し出は、必ず参加者名、クラス番号、キャンセルなさる旨をお電話、またはFAXにてお知らせ
ください。くわしくは、7ページをご参照ください。

感染症対策ガイドラインを定め、検温・手洗い・消毒を励行します。講師・スタッフも同様に行い、衛生保持
に努めます。詳しくはホームページをご参照下さい。

12名前後。参加希望者2名以上で開講（「4日間でミュージカル」のみ、4名以上で開講）。
ジュニア・サマースクールは、生徒3名からアシスタント講師がつきます。予めご了承ください。

4日間から3日間へ、一日コースから半日コースへのご変更などは、上記「お申し込み締切日」まで承ります。
これ以降のお申し出は返金対象外となりますので、予めご了承ください。

セッション①：7月14日㈬ セッション②：7月21日㈬ セッション③：7月28日㈬ セッション④：8月6日㈮
これ以降のお申し込みに関しましては、お問い合わせください。

■注意事項・お願いなど

1. MLSの会員さまですか？

2.ご参加者氏名

3.お電話番号

4.ご住所

※ご兄弟でご参加の方は、お名前と
　生年月日をお書きください

・はい（Yes）  /　・いいえ（No）

スタジオ※1.で「はい」とお答えの方
　のみお書きください

お通いのスタジオとクラス番号をお書きください

C
会員番号（お分かりになれば）

0 01 - -

20　   年　　月　　日お申し込み日

※ご兄弟でお申し込みの場合は、お手数ですがお一人様一枚のご記入をお願いいたします。

MLS本部記入欄
2021.03

受信日  20　　　/       /

□B入力　□清　　発送　　 /Ａ / Ｈ　2　早4　早6　B4  B8　半3D3　一3D4.5　企5　/　 関10　関20

3日TD 紹元コ アレルギー

7月24日

7月31日

8月21日

■ご希望のコース

■お申し込み

半日一日

セッション① 7月20日㈫ ～ 23日㈮

セッション② 7月27日㈫ ～ 30日㈮

セッション③ 8月3日㈫ ～ 6日㈮

セッション④ 8月17日㈫ ～ 20日㈮

 CS410 CS405

 CS412 CS406 PS992 PS946 CS492 CS446 CS451

     CS494 CS447 CS452

 CS416 CS408 PS996 PS948 CS496 CS448 CS453

半日一日 半日一日 一日 一日

ジュニア
サマースクール

シニア
サマースクール

4日間で
ミュージカル

土曜日
サマースクール

英検
合格

ご希望のクラス番号（CS410、PS948など）を、○で囲んでください。

※「4日間でミュージカル」は、3日間だけの参加はできません
※英検合格コースと、土曜日サマースクールは、一日コースのみです
※午前と午後で違うコースのお申し込みはできません

①ウェブで ②お電話で：MLS本部 ③FAXで：MLS本部

☎03-3320-1553
10:00～18:30 / 日・祝休み 申込書にご記入の上お送りください

summer-school.jp

〒

ご希望の
スタジオ

CS400

3日間だけのご参加をご希望の方は、
ご出席予定日をお書きください。 / / /

三通りのお申し込み方法
からお選びいただけます
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