
お申込み・詳細はホームページでご確認ください。

アップ教育企画の英会話教室

英検
®

対策講座

英検®合格をめざす方へ

アナップ英検®合格実績

二次試験合格率

93%

（2020年度）

91%
第3回英検®対策講座
受講者のうち

準 2級～ 5 級
一次試験合格率

英検®対策講座
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英検®英作文講座
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英検®対策年間講座スケジュール

3月 4月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1月 2 月

英検®対策講座

英検®面接対策講座

英検®英作文講座

第 1回 無料
面接講座

無料
面接講座

無料
面接講座

第 1回 第 2回 第 3回

通　年

第 2回 第 3回

※英検®講座をご受講の方は、無料のホームワークサポートデーをご用意しております。
　自習スタイルで学習に取り組んで頂き、教室内にいる講師に授業や宿題でわからないところをご質問頂けます。

※もっと対策したい方には、プライベートサポートレッスンがあります。詳細はスタッフにお問合せください。

生徒の声voice

準   級合格  富永 寛之さん
（現在カリフォルニア大学バークレー校在学）

1 
授業で過去問や模擬問題など多くの問題
に取り組んだ為、語彙力が上がりました。
面接対策では形式的な事から内容まで細
かく指導してもらい、効果的な練習がで
きました。（アナップ退学後、留学）

準   級合格  種村 侑希人くん
（英検®対策講座受講）

2 
先生は難しい文法もわかるまで丁寧に教
えてくれました。お陰で学校のテストで
も英作文の問題が満点でした。二次試験
も高得点がとれる答え方をわかりやすく
教えてもらえたので、合格することがで
きました。

受講講座モデルケース

英検 準2級を
めざす！

PiCKコース受講者。
語彙力、読解力、英作力を高めたい！

英検®対策講座

英検®英作文講座
＋

PiCK コース

英検®対策講座
＋

英検 2級を
めざす！

ネイティブ講師の授業で会話力も
身に付けながら、できるだけ早く 2級を
合格したい！

最年少合格者
（帰国子女を含まない）

１級
準１級
２級

準２級
３級
４級

中 3生
小 4 生
小 4 生
小 2 生
小 1 生
小 1 生

® ®



英検®対策講座
準2級・2級面接対策講座

対象 小学生～成人

級 5級～準 1級

開講月
① 3月 　 6 月
② 7月　 10 月
③10 月 1 月

英検の®エキスパート日本人講師による強力サポート
英検®を知り尽くした日本人講師が頻出ポイントを徹底解説し、皆さん
を合格へ導きます。2級以上を指導する講師は英検®1級の資格を有して
おり、中学生で英検®１級、小学4年生で英検®準1級の合格者を輩出し
た実績も。

確実に得点できる
解答法を徹底解説

「試験の流れ」「配点」「高得点をとる
為の解答法」「模擬面接」など、５つの
チャプターから成る、細かな解説が受け
られるオンデマンド動画で、確実に得点
できる解答法を学びます。

英検®の合格に向けた英検®対策講座。
アナップでは、英検®を知り尽くした日本人講師が頻出ポイントを徹底解説し、合格へ導きます。

1 1

丁寧なライティング添削システム（３～準1級）
与えられたトピックに対し、意見とその裏付けとなる理由を適切な語
彙と文法を使用しながら英文で論述する力が求められます。ライティ
ングで高得点を取得する為のテクニックを丁寧に指導します。

2

無料模試
実際の試験さながらの模試をアナップで受験し、採点します。受験後
は、自宅で視聴できるエッセンス動画をご案内します。本番までの調
整に役立つ模擬試験です。

3

3級以上に実施される面接対策は無料
一次試験合格者に実施される面接の対策をアナップでは無料で行いま
す。綿密な対策により、万全な状態で本番に挑むことができます。4

アナップは英検®準会場登録校
試験当日はアナップのスタッフが試験監督する西宮北口校周辺の会場
で、リラックスして受検して頂けます。（受付期間内に申込書をご提
出いただく必要がございます。受付期間を過ぎると受付できませんの
で、生徒様への配布物にご注意ください。準１級・1 級は本会場のみ
で受検可能です。）

「内容」「構成」「語彙」「文法」の４項目で評価され、一次試
験の３分の１を占めるライティング問題。英作力は英検 ® 合
否に大きく影響します。本講座では、採点基準を研究しつく
した講師が高得点をとる為のテクニックを徹底伝授致しま
す。

5

各回 全12 回

※級によって日程が異なります。別紙でご確認ください。

対象 小学生以上

級 2級～準 2級

開講日 随時受講可

内容 ①オンデマンドレッスン：約 60分

英検®の準２級・２級は、一次試験（筆記とリスニング）と 二次試験（面接形式のスピー
キングテスト）に分かれています。特に受検者を悩ませるのが面接形式のスピーキ
ングテスト。環境問題や教育などに関する自分の意見を問われたり、絵を描写した
りと3 級より高度な英語力と、瞬時に考えをまとめ表現する瞬発力が求められます。
そこでアナップでは、オンデマンドレッスン × 個別レッスンのデュアル指導を行
います。

(日本人講師が担当 )

②個別レッスン： 30 分
( ネイティブ講師もしくは日本人講師が担当 )

自宅で完結 !
確実に得点できるテクニックが身に付く！

※Zoom可

対象 小学生～高校生
級 3級・2級・準 2級
開講日 ①5月～ ②9月～ ③1月～

※詳しい日程はお問合せください。

※お問合せください。

オンデマンドレッスン×個別レッスン

英作文講座

※期間中何度でも視聴可能です。

※教室での個別レッスンの場合は、その場でお渡
   しします。

①で学んだ事を、個別レッ
スン※で講師と実戦練習

マンツーマン指導で模擬面接後には自分
の解答を画面で確認し、正しい表現を学
びます。

2 担当講師から
直接メールでフィードバック

Zoomレッスン後には授業中のフィードバッ
クのデータが担当講師から直接メールで送
られます。

3

※Zoomでの受講も可能です。

模範解答例

正しい英語表現

あなたの解答

【Zoomでのレッスンの様子】

【教室でのレッスンの様子】

オンラインで
直接話せる !

Got it !
Let's Try!

オンデマンド動画では高得点を取る為の
答え方を細かく解説されていたので、と
てもためになりました。難しい部分は何
度も見て、練習できました。本番ではＺ
ｏｏｍレッスンでの模擬面接に使われた
問題とほとんど同じ問題が出題されたの
で、完璧に答えることができ、合格でき

Ｔ・Ｓくん 

受講生の
声

（準2級合格）

英作文は苦手でした
が、コツを丁寧に教
えてもらったので、
本番では高得点を取
ることができました。
学校の成績もあがっ
て嬉しかったです。

Ｓさん

受講生の
声

（準2級合格）

2日間完結

英作力が確実にアップする！

～
～
～

一次から二次試験までトータルサポート！

苦手を克服
したい方！

二次試験対策
をしたい方！

流れとポイント

オンデマンド
レッスン

個 別
レッスン

動画視聴 約 60分 LIVE 30分



第 1 回英検®対策講座 ご受講の際の注意事項 

 

 

・アップ校内生が該当月に他部門で学費が発生する講座と英検講座を W 受講する場合  

割引学費が適用されます。 

(アナップの他講座と W 受講の場合も割引が適用されます。)   

他部門を休学するなど、他部門で学費が発生しない場合、割引は適用されません。  

春期講習・夏期講習・冬期講習など、他部門で入学金の発生しない講座のみをご受講の

方は、校外生のため割引対象外です。      

      

・割引適用の場合、学費は他部門の手続き完了後相殺される場合がございます。また、アナ 

ップでのお申込み完了後、他部門に入学し後日割引学費となった際は、他部門の請求分よ

りアナップ割引学費を「月学費割引」として引いた金額を請求いたします。 

          

           

・欠席の場合の振替レッスンはできません。プリント、宿題をアナップでお渡しいたします

ので、次回までにご自宅で学習して頂けます。 

          

           

・月謝制の為、入学月内に体験いただいた場合、体験レッスンも１回の授業として授業料を

頂きます。各月途中からの受講開始の場合も、月額を満額請求いたします。回数による分

割請求の制度はございませんので、ご了承ください。    

          

      

・6 月 4 日(日)実施の英検の本試について、英検実施月 (6 月期) に講座を受講し、かつ別途 

お渡しいたします受検のお申込書を期限内にご提出いただいた方のみ、アナップ準会場に

てご受験頂けます。 

(英検 1 級・準 1 級は本会場のみで受験可能です。)  

 

・講座の変更や取消は、変更・取消を希望する月の前月 20 日までに書類をご提出いただく 

必要がございます。        

           

 

  



 

※裏面に、英検®対策講座をご受講いただく際の注意事項を記載しております。必ずご確認の上お申込みください。 

お申込書をご提出いただいた時点で、裏面の注意事項に同意したものとみなします。 

▼職員記入欄▼ ▼管理使用欄▼

照合印

月

処理印受付 処理・チェック 処理月

2023年度　第1回英検🄬対策講座

(割引学費 17,600円)

5級 13,200円 (割引学費 10,560円） 準2級 22,000円 (割引学費 17,600円)

学費一覧 入学金：不要     ※月謝制のため、各月途中からの受講開始の場合も、学費は満額請求いたします。

学費(税込） 学費(税込）

Ｗ受講無し アップ講座Ｗ受講生

17,600円 (割引学費 14,080円) 準1級 25,850円

4級 13,200円 (割引学費 10,560円） 2級 22,000円

(割引学費 20,680円)3級

受講講座 受講講座
Ｗ受講無し アップ講座Ｗ受講生

授業スケジュール

受講
講座

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目
無料

模試
11回目 12回目

5級 3/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 4/26 5/10 5/17 5/21 5/24 5/31

4級 3/10 3/17 3/24 3/31 4/7 4/14 4/21 4/28 5/12 5/19 5/21 5/26 6/2

3級 3/7 3/14 3/21 3/28 4/4 4/11 4/18 4/25 5/9 5/16 5/21 5/23 5/30

準2級 3/10 3/17 3/24 3/31 4/7 4/14 4/21 4/28 5/12 5/19 5/21 5/26 6/2

2級 3/9 3/16 3/23 3/30 4/6 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/21 5/25 6/1

準1級 3/6 3/13 3/20 3/27 4/3 4/10 4/17 4/24 5/8 5/15 5/21 5/22 5/29

開講曜日・時間
二次試験対策

(無料)

（水）17:40-18:50 -

（金）17:40-18:50 -

（月）19:10-21:00 6/5(60分)

学費請求月 3月 4月 5月 6月

（火）19:10-20:40 6/6（60分）

（金）19:10-21:00 6/9（90分）

（木）19:10-21:00 6/8（90分）

教材一覧 ※月教材費は、必須となります。

講座

合計

教材費合計 月学費

英検準1級でる順パス単(5訂版) 旺文社 1,815円 する ・ しない

英検赤本シリーズ　英検準1級過去問集　2022年度版※② 教学社 2,145円 する ・ しない

1,485円 する ・ しない

英検赤本シリーズ　英検2級過去問集　2022年度版※②

英検3級　文で覚える単熟語 (4訂版) 旺文社 1,760円 する ・ しない

教学社 1,815円 する ・ しない

旺文社 1,375円 する ・ しない

英検トレーニングゼミ2級　 新形式対応版 旺文社 3,300円 する ・ しない

英検2級でる順パス単(5訂版) 旺文社

英検準2級をひとつひとつわかりやすく。　新試験対応版 学研 1,540円 する ・ しない

英検準2級でる順パス単(5訂版） 旺文社 1,375円 する ・ しない

7日間完成　予想問題ドリル　準2級　5訂版

英検トレーニングゼミ4級 旺文社 2,096円 する ・ しない

2021-2022年対応 直前対策 英検4級3回過去問集 旺文社 1,320円 する ・ しない

英検トレーニングゼミ3級 新形式対応版 旺文社 2,640円 する ・ しない

英検トレーニングゼミ　5級 旺文社 2,096円 する ・ しない

2022年度版　英検5級過去6回全問題集※② 旺文社 1,320円 する ・ しない5級

月教材費 275円/月 必須

使用教材名 出版社 価格（税込） 教材購入

550円/月

550円/月

必須

必須

必須

必須

4級

3級

準2級

2級

準1級

月教材費

月教材費

月教材費

月教材費

月教材費

必須

275円/月

550円/月

550円/月

※教材費が変更される可能性がございます。

※市販教材も使用する為、既にお持ちの場合は教材費を免除致します。

※②在庫がなくなり次第2023年度版に変更いたします。

2023年度版を既にお持ちの場合はご購入の必要はございません。


