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髙桐学園グループ総合受付

中学・高校・大学受験

The sky is the limit.

英会話・留学・児童英語・英検
綾瀬本校

大谷田校



ネイティブ講師と日本人講師のチームティーチ
ングにより、言語の 4要素「聴く」「話す」「読
む」「書く」をバランス良く指導します。

ネイティブスピーカーの講師による英会話ク
ラスです。英語力はもちろん、異文化コミュ
ニケーションなども学べます。

受験においてもリスニングが重要視さ
れています。実際に英語を耳にし、外国
人とのコミュニケーションを繰り返す事
こそが、最も効果的なリスニングのト
レーニングです。

英検合格（3級～準1級）、
TOEFL・TOEICの スコアアップ。

英会話
　＋
英文法

英会話

新1～4年

英文法

75分 月額 7,560円

新5～6年 80分 月額 8,640円

新1～6年 25分 月額 4,320円

新1～6年 50分 月額 5,400円

◆ 1レッスン90分／週1回
◆ 授業料　月額30,240円

1レッスン25分

小学生

ネイティブコース 小中高校生　海外英語研修

中学生・高校生 社会人
英文法マンツーマン特訓

学校の勉強や試験・受験など、目的に合わせて英
語力をアップ！多くの中高一貫校で採用されている
“New Treasure”の指導も充実しています。

早稲田大学、東京外語大学、筑波大学、東京理科大
学、明治大学、立教大学、法政大学、中央大学 他

時間
（週1回）

対象コース 授業料

時間
（週1回）

コース・対象 授業料

中学生 50分 月額 7,560円

60分コース 月額 21,600円
90分コース 月額 30,240円

高校生
（英会話のみ） 50分 月額 8,640円

English DoctorEnglish DoctorEnglish Doctor イングリッシュ
ドクター

イングリッシュドクター受講者の合格実績

※教材費別途実費。
　開講日時は窓口にて。

英検・TOEFL・TOEICコース

週末英会話レッスン

10回 8,400円
20回 16,200円
30回 22,680円
40回 28,080円

社会人向け
コース日時は
窓口でご相談

時間
（週1回）

コース・対象 授業料

幼児 45分 月額 6,000円～
小学生 45分 月額 7,000円～
中学生 60分 月額 8,000円～
高校生 60分 月額 9,000円～

◆ 1日最大9時間 マンツーマン英会話トレーニング
◆ バスケやダンスなどのスポーツや、史跡や海の観光
◆ 孤児院訪問などのボランティア体験

新しい自分に成長できる12日間

ブリタニア英語学院では2011年からフィリピンのセブ島で英語研修を行ない、
これまで数多くの子どもたちが参加してきました。アメリカやイギリスへの留
学と比べ半額以下の費用で、マンツーマンレッスンを主とした密度の濃い英会
話レッスンが可能です。また各種スポーツ活動、歴史的な名所旧跡への観光、
セブ島の美しい海をシュノーケリングしたり孤児院訪問などのボランティアな
ど、日本ではできない貴重な体験が子どもたちの大きな成長につながります。

期　　間 2015年3月24日（火）～4月4日（土）
参加費用 小・中学生 240,000円
  高校生 198,000円
  ※航空券49,800円、燃油サーチャージ17,290円別途。

お問合せ 03-3629-8681（英語研修担当：佐藤）

ひとりひとりの子どもに合わせた
きめ細かい指導で学力を伸ばす

聴く、話す、読む、書く。
英語を学ぼう、英語を使おう。

2015年4月開講 予約受付中

ブリタニア英語学院

髙桐学園
こ う と う が く え ん

中学受験
高校受験
大学受験

中学受験初等部 都立小石川（2年連続）・白鵬・巣鴨・栄東（東大進学コース・特特）・春日部共栄（グロー
バルエリートコース）・東邦大付属東邦・麗澤・関東学院・足立学園・駒込（スーパーアドバンス）・東
海大浦安・藤嶺藤沢・共栄学園（特進）・十文字・文京女子・聖徳大付属中学（選抜コース）

学力強化 都立中高一貫校受験 中学受験対策
生徒個人に合わせたペースで
着実に基礎学力を高めましょう。

個別指導に関しては、生徒個々の個
性や弱点などに合わせてカリキュラ
ムを調整して実施いたします。
授業料に関しては実施内容に応じて
変動します。

人気の都立中高一貫校合格のために欠かすことができない記
述力・分析力・直観が身につくカリキュラムです。

私立中学を念頭に、受験に対応できる学力の向上を各年代にあ
わせたカリキュラムで実施します。

授業料

対象学年 新小1 ～ 新小6

コース名 個別指導

10,500円～

個別

コース名 対象

都立中高一貫
対策

新小4

新小5

新小6（Ⅰ）

月額 12,000円

月額 12,000円

月額 30,000円

新小6（Ⅱ） 月額 19,500円

科目 授業料

グル
ープ

作文

適性検査

コース名 対象

都立中高一貫
準備 新小1～3

週1回 3,000円

週2回 5,500円

週3回 7,500円

科目 授業料

個別
作文

適性検査

コース名 対象

月額 8,640円新小1・2スターター

科目 授業料

国 算グル
ープ

月額 17,280円新小 3ジュニア四谷 国 算グル
ープ

2科月額 20,500円
4科月額 24,000円新小 4

2科月額 25,000円
4科月額 32,000円新小 5

2科月額 32,400円
4科月額 40,100円新小 6

四谷大塚グル
ープ

国 算
理 社

大学受験高等部高校受験中等部

中学準備講座
2月6日（金）～3月20日（金）

【 時 間 】  16：50～19：00
【 曜 日 】  月・水・金
【 科 目 】  英語・英会話・数学
【参加費】  52,500円

新中1対象

【公立】筑波大付属・戸山・竹早・小山台・小松川・上野・
江北・晴海総合・深川・科学技術・向丘・足立　【私立】法政・中
央・専修大松戸Ａ類・春日部共栄・東洋（特進）・日大第一・日大
第二・流通経済柏Ⅰ類・桜丘（特進）・淑徳巣鴨（特進）・関東第一
（特進）・駒込（アドバンス）・東京成徳（特進）など

東京大学 理科Ⅰ類・早稲田大学 先進理工学部・青山学院
大学 国際政経学部・東京理科大学 理学部・慶応大学 文学
部・中央大学 法学部・中央大学 理工学部・東京農業大学 応用生物学部・
日本体育大学女子短期大学部・帝京大学 医療技術学部・防衛大学

コース名 対象
新中1

高校受験

科目 授業料
英 数

グル
ープ

中学1年で学習する基本的な英文法のほぼ全てを予習し、
基礎を固めます。また、ネイティブ講師による英会話レッ
スンも実施。数学では正負の数、文字式、方程式などの基
礎をマスターします。

単科月額 10,000円

新中3 3科月額 26,000円

新中2 2科月額 18,500円
2科月額 18,500円

5科月額 34,500円

3科月額 24,000円
5科月額 32,500円英 数 国

理 社
コース名 対象

新高1～高卒大学受験
科目 授業料

単科月額 12,300円
2科月額 24,600円

コース名 対象
新中1～新中3個人レッスン

科目 授業料
週1回 80分　27,300円～

新中1～新中3 週1回 80分　14,400円～
英 数 国
理 社

個別

個別指導個別

新中1～新中3 週1回 50分　7,560円～オンライン英会話個別 英会話

期末試験
対策授業

短期
集中

2月9日（月）
～2月27日（金）
19：40～21：30
参加費 10,000円

グル
ープ

英 数 国
理 社

英 数

個人レッスン
週1回 28,800円
週2回 54,000円
週1回 29,200円
週2回 55,500円
週1回 15,400円
週2回 26,700円

個別
新高1～高2

新高3～高卒

新高1～高2個別指導個別

新年度は2月スタート！


