
【大学生】対象 夏期講習 
アゴス・ジャパンは、MBA・LLM・大学院・大学留学を目指す人たちのためのテスト対策、出願対策の指導専門校として、30年以
上にわたり、スコアアップ・合格実績を上げてきた、独自のメソッドによる専門校です。海外トップ大学、トップMBAなど多くの合格
者を輩出してきたアゴス・ジャパンだからこそできる、世界に通用する英語教育をお試しください。 

学生対象TOEFL対策 
総合パッケージ105点（H） 

対象：現在のTOEFLスコア90点以上の方 

受講期間の目安：１ヶ月～２ ヶ月 

・TOEFL全セクションを攻略し１０５点を目指します 

・個人指導で現状把握した後、４日間の授業で実力養成 

・少人数制（１０名限定）による特訓演習と個々への徹底 

 したコーチングでスコアアップを図ります 

受講料：￥151,200 （税込） 

含まれるプログラム 期間 時間数

◆全セクション対策（個別指導）
・個別指導（現状確認）×1回 全1回 1
・個別指導（セクション別攻略法解説）×2回 全2回 2
*必要に応じて、追加の個別指導（1回50分25,920円）を

　講師よりアドバイスさせていただくことがあります。

◆全セクション対策（クラス授業）
・TOEFL１０５点突破ゼミ 全4回 16
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≪8月開講日程≫ 学生限定

8/20（火）, 8/21（水）, 8/22（木）, 8/23（金）

時間帯：13:00～17:00

夏休みTOEFL®対策集中講座 

対象：初めてTOEFL対策をされる方 

4日間の集中講座でTOEFL iBTの各セクションに
必要な英語力の基礎固めを行いながら、出題パ
ターンを理解することで、スコアアップに効果的な学
習方法を学びます。 

受講料：￥60,480（税込） 

【学生限定】基礎英文法講座 

・体で覚える！をテーマに文法の８つの分野を8
日間で学習します 
・単に英文法を解説したり、ドリル学習をするの
ではなく 実践的に効率よく文法用法を学びます 

受講料：￥77,000 （税込） 

文法項目 こんな内容

Day 1 時制
どんな時にどの時制？
モヤモヤをすっきり解消

Day 2 助動詞 物事の可能性や敬語表現

Day 3 過去分詞（受動態、仮定法） 分詞構文や関係代名詞の省略

Day 4 動名詞・不定詞 ～ingとto+動詞の使い分けをマスター

Day 5 冠詞と名詞 いろんな名詞を見極める！

Day 6 形容詞と副詞 シチュエーション別の説明後の選択法

Day 7 接続詞と前置詞 正しく使って論理的な表現

Day 8 関係代名詞 ４つの文をたった1文に！

【学生限定】 総合英語 Level 2 
 

 Lev.2  Reading & Writing (日本人講師) 

・R&W では、文章全体の流れを正しく理解し、表現する力を身につける 
・L&S では、知識とコミュニケーション力を同時に高める 
・TOEFL®やIELTS®のテスト対策にスムーズに移行するための土台作り 

受講料：￥77,000 （税込） 

英語力：英検準2級～2級程度, TOEFL® 40-45 

● Lev.2  Reading & Writing 

● Lev.2  Listening & Speaking 目標：TOEFL® 60,  IELTS® 5.5 
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個別相談にて詳細 

お問い合わせください 

アゴス・ジャパン 
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル1F 

TEL 03-3463-1343  FAX 03-3463-2208 

2019年 7/30（火） 7/31（水） 8/1（木） 8/2（金）
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Listening Reading
2020年のスケジュール
に変更済 

2020年のスケジュール
に変更済 

2020年のスケジュール
に変更済 

2020年のスケジュール
に変更済 

【学生対象】TOEFL®対策 
総合パッケージ105点（H） ＜リモート＞ 

対象：現在のTOEFL®スコア90点以上の方 
受講期間の目安：1ヶ月～2ヶ月 

・TOEFL®全セクションを攻略し105点を目指します 

・個人指導で現状把握した後、4日間の授業で実力養成 

・少人数制（10名限定）による特訓演習と個々への徹底 

 したコーチングでスコアアップを図ります 

受講料：￥158,400 （税込） 

含まれるプログラム 期間 時間数

◆全セクション対策（個別指導）
・メール診断（3回）
（現状確認 ＋ セクション別攻略法解説） 全3回 3
*必要に応じて、追加の個別指導（1回50分 \26,400/税込）を

　講師よりアドバイスさせていただくことがあります。

◆全セクション対策（クラス授業）
・TOEFL® 105点突破ゼミ 全4回 16
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≪8月開講日程≫ 18:00-22:00 ＜リモート＞

8/6（木）, 8/20（木）, 8/27（木）, 9/3（木） ＜休 8/13＞

8/7（金）, 8/21（金）, 8/28（金）, 9/4（金） ＜休 8/14＞

夏休みTOEFL®対策集中講座 ＜リモート＞ 

対象：TOEFL® 60点以上お持ちの方 
目標：TOEFL® 70点以上 

8日間の集中講座でTOEFL® iBTの各セクションに必要な
英語力を固めながら、出題パターンを理解することで、スコ
アアップに効果的な学習方法を学びます。 

受講料：￥99,000（税込） 

TOEFL® Complete Practice Test (TPO) 
1回分のテストが無料で受けられます！ 

【2020年】 スケジュール 
Week 1：8/18(火), 8/19(水), 8/20(木), 8/21(金) 
Week 2：8/25(火), 8/26(水), 8/27(木), 8/28(金) 
 

【時間帯】13:00-17:00 (4時間) 
 

※Week1の週末に、TPO 約3時間をご受験いただき、Week2開
始前までにスコアのご報告を頂きます。 

受講日程：9/8（火） ～ 10/27（火） 
毎週火曜日 18:00～21:00 

18:00
～

21:00

毎週 水曜日・金曜日
7/29 (水) ～ 8/28 (金)

※8/12 (水) & 8/14 (金)  は休講

18:00
～

21:00

毎週 火曜日・木曜日
7/28 (火) ～ 8/27  (木)

※ 8/11 (火) & 8/13 (木)  は休講

※当校に初めてお申込みされる方は受講登録料¥27,500（税込）が別途必要です。 

※上記日時は変更される可能性がございます。あらかじめご了承ください。 

※上記クラスは、遠隔での授業へ変更して実施の可能性がございます。 

受付終了 

【学生限定】 総合英語 Level 2 
● Lev.2  Reading & Writing (日本人講師) 
● Lev.2  Listening & Speaking (Native講師) 

スケジュール 

【Day 1】07/29＜水＞ (18:00-21:00) 

【Day 2】07/31＜金＞ (18:00-21:00) 

【Day 3】08/03＜月＞ (12:00-15:00) 

【Day 4】08/05＜水＞ (18:00-21:00) 

【Day 5】08/07＜金＞ (18:00-21:00) 

【Day 6】08/17＜月＞ (12:00-15:00) 

【Day 7】08/19＜水＞ (18:00-21:00) 

【Day 8】08/21＜金＞ (18:00-21:00) 
 

※8/12＜水＞と8/14＜金＞は、お休みとなります。 
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【学生限定 特別パック】  先着10名様限定 
TOEFL® 対策 Strategy Package 

対象：TOEFL®スコア70点以上 
目標：TOEFL®スコア80点以上 
受講期間の目安：2か月 

・TOEFL®の全セクションを攻略し、確実にスコアアップを目指す 
・セクションごとの攻略法、Speaking/Writingは効果的なテンプート
を使ってスコアを上げる 
・交換留学学内選考直前対策にも最適！ 

TOEFL® 対策基礎講座 
Foundation Course 

・基礎からキチンと学習し、スムーズにTOEFL対策 

・全セクションを攻略し、それぞれのセクションで17  

 ～20点を目指す 

【開講スケジュール】 

含まれるプログラム 期間 時間数

◆Reading/Listening対策
・Reading Strategy 全4回（週1回） 12
・Listening Strategy 全4回（週1回） 12

◆Writing対策
・Writing Strategy Independent 全4回（週1回） 12
・Wriring Strategy Integrated 全4回（週1回） 12

◆Speaking対策
・Speaking Strategy 全4回（週1回） 12
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2020年のスケジュール
に変更済 

2020年のスケジュール
に変更済 

※当校に初めてお申込みされる方は受講登録料¥27,500（税込）が別途必要です。 

※上記日時は変更される可能性がございます。あらかじめご了承ください。 

※上記クラスは、遠隔での授業へ変更して実施の可能性がございます。 

【Strategy 全 5クラス】 各 全4回 (週1回) 12時間 
  ・ TOEFL®  Reading Strategy  
  ・ TOEFL®  Listening Strategy 
  ・ TOEFL®  Writing Strategy Independent 
  ・ TOEFL®  Writing Strategy Integrated 
  ・ TOEFL®  Speaking Strategy 

7/26(日) 
までのお申込に限る。 

【期間限定特典】 
◆ TOEFL® Complete Practice Test (TPO) 1回分 
◆ 有効期限内の再受講無料 
（https://www.agos.co.jp/pdf/agos20200413.pdf） 
◆ 週1回 50分の学習コーチング （2020年12月末まで） 

対象：TOEFL®スコア 50-60点 

目標：TOEFL®スコア 60-70点 

受講期間の目安：1～2か月 

【開講スケジュール】 

特別 
価格 

受講料：￥89,100 （税込） 

【1クラスにつき】 

受講料：￥445,500 （税込） 

【5クラス受講の通常価格】 

受講料：￥277,200 （税込） 

【5クラス 特別パック】 

※申込期限：2020年7月26日(日) ま
での【学生限定】特別パックです。 

受講料：￥61,600 （税込） 

【1クラスにつき】 

受講料：￥219,959 （税込） 

【4クラス 特別パック】 

※申込期限：2020年7月26日(日) ま
での【学生限定】特別パックです。 

【期間限定特典】 
◆ TOEFL® Complete Practice Test  
(TPO) 1回分 
◆ 有効期限内の再受講無料 
（https://www.agos.co.jp/pdf/agos20200
413.pdf） 
◆ 週1回 50分の学習コーチング  
（2020年12月末まで） 

【学生限定 特別パック】  先着10名様限定 
TOEFL® 対策 Foundation Package 

https://www.agos.co.jp/pdf/agos20200413.pdf
https://www.agos.co.jp/pdf/agos20200413.pdf
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