TOEIC L&R TEST対策講座

当講座は入会金免除

2020年

2月

特別企画!

無料
モニター権
進呈!

一人では超えられなかった壁も講師となら超えられる

パーソナル・コンサルティング
〜目標スコアを目指して講師と一緒に学習のPDCAを回そう！〜

受講対象者：TOEIC L&R TEST対策講座の現受講生、
および、2019年4月開講以降の本科生/パックの受講履歴のある方（過去受講生）
で
モニター受講後、体験記を執筆可能な方（お名前はイニシャルでも結構です）。

Q

※特講演習受講生は対象となりますが、速効Webゼミの受講生は除きます。

こんなお悩みは
ございませんか？
講義の内容を咀嚼しきれない
（しきれなかった）
・・・
語彙を覚えたり、
リスニングの練習をする際の
モチベーションや進捗の管理が難しい・・・

講義外での自己学習が適切なのか、
自信がない。
信頼できる人に方向づけてもらえたらありがたいのに・・・

A

そのお悩み、
TACにお任せください！

近年話題となっている、語学講師がマンツーマン形態で学習者の
進捗管理・学習法指南をおこなう
「コーチング」や「パーソナル・ト

レーニング」。関心がありながらも、高額な受講料に、足がすくんだ
方もいらっしゃったかもしれません。そこで、
この度、資格の学校
TACがリーズナブルな受講料で、
「パーソナル・コンサルティング」
というオプションコースを開始いたします!!

TACのパーソナル・コンサルティングだからできること！

今回は 無料モニター権 を
抽選で進呈！

個人コーチングは価格が高いこと
が多く、何十万円もかかってしまう
ことも…この度TACは
「無料受講モ
ニター権」
を抽選で進呈いたします。

信頼できる講師がサポート！
TACの講師はベテラン揃い。経験豊
かで信頼できる講師が学習をサポー
トしますので、安心して学べます。

皆さん、
こんにちは。
パーソナルコンサルティングを担当します、講
師の宮川です。教室やDVDでお会いしたことは
ございますか？目標スコアを掲げながらも到達
できていない！新たに設定した目標に向けて学
習したい！そんな方にお勧めなのが、
このパー
ソナル・コンサルティングです。

TACの効率化されたカリキュラムとの
相乗効果で、
目標スコア達成を実現！

効率化されたTACのカリキュラム・教材で学習
するだけでも効果は期待できますが、
その内容を
理解しているTACの講師が学習をサポートする
ため、学習の理解がさらに深まり、
スコアアップが
期待できます。

講師プロフィール

宮川利香講師 Rika Miyakawa

TOEIC L&R TEST対策講座500点コース/ 750点コース収録講師
茨城県出身。早稲田大学卒業。アジア大手航空会社ファーストクラス客室乗務員としての乗務経
験、
さらに米国大手航空会社予約発券部における実務英語経験豊富。官公庁勤務経験も有し、
現在は実務英語研修やTOEIC L&R TEST対策講座を多数担当。

パーソナル・コンサルティングの詳細は次のページへ！

パーソナル・コンサルティングと学習の流れ
これまで多くの方が当講座を通して目標に到達した中で、講師に見えて

きた「成功する学習パターン」をもとに学習計画をたてます。まずは、

Plan

1

個々の現状と目標スコアの差をスコアシートから把握し、予定の学習期

間、一日の学習時間に落とし込み、
「いつまでに、
どのパートを、
どのよう

に、
どのくらい」学習すればよいか、講師と作戦会議をしましょう。

あなただけの学習計画ができたらあとは実践あるのみ！

2

Do

3

Check

計画に沿って学習に励みましょう。

2週間に一度の対面コンサルティング（面談）
と、1週間に一度（面談

がある週を除く）のメールコンサルティングで、学習の見直し、確認、
調整などをおこないます。

講師からのコメントを受けて学習を見直しましょう。必要であれば都度、

ACT

4

GOAL

学習の方向修正をしますので、安心して学習を継続していただけます。

TOEIC

L＆R TEST・IPテスト 受験

目標スコア突破！

※当コース受講生は2月11日
（火・祝）
または3月20日
（金・祝）
に渋谷校で実施のIPテストいずれか1回にお申込み可能です
（受験料金5,000円
［税込］
）
。

パーソナル・コンサルティング
［無料モニター権］応募方法・受講について
対面コンサルティングを下記日時の中から30分×4回ご受講いただき学習を進めます

受講
期間

2020年2月〜3月の2か月間

●対面コンサルティング 2/8、2/15、2/22、2/29、3/7、3/14、3/21、3/28 ●土曜18：30〜20：00、1人30分 4回まで
［18:30-19:00、19:00-19:30、19:30-20:00］

受講
対象者

応募
方法

当選
発表

TOEIC L&R TEST対策講座の現受講生、
および、2019年4月開講以降の本科生/パック
の受講履歴のある方（過去受講生）でモニター受講後、体験記を執筆可能な方。
（お名前はイニシャルでも結構です） ※特講演習受講生は対象となりますが、速効Webゼミの受講生は除きます。

校舎

TAC八重洲校（定員6名）

※対面コンサルティングの会場です。

下記メールアドレスに、
【パーソナル応募希望】
の件名で
「お名前」
と
「TACの会員番号」
を示したeメールをお送りください。

english-info@tac-school.co.jp

（TOEIC L&R TEST対策講座事務局アドレス）

下記の日時にて抽選を行い、
当選された方には
【2020年2月〜3月TOEIC L&R TEST対策講座パーソナル・コンサルティング
（TAC八重洲校・土曜夜）
を無料でご受講いただける権利（以下、受講無料モニター権）】
を進呈いたします。抽選結果は、
当選された
（抽選に漏れた方へのご連絡等はいた
し
ません）
方へのメールの発送をもって返させていただきます
。

申 込 開 始 2020年1月11日
（土）

当選発表日 2020年1月30日
（木）
<注意事項>

応募締切日 2020年1月26日
（日）

当 選 人 数 6名

※受講無料モニター権を第三者に販売、譲渡、貸与、贈与または担保に供する等の行為はできません。
※受講無料モニター権は使用期限を設けています。期限経過後に同様の企画が行われた場合に、繰り越してのご使用はできません。
※当選された方には、当選通知メールに講師面談の予約方法についてのご案内書を添付の上、送付いたします。

「TACパーソナル・コンサルティングQ＆A」
は次のページをご覧ください

パーソナル・コンサルティング Q&A

Q
A

TACで講座を受講したことはないのですが、パーソナ

ル・コンサルティングのみを受講することはできますか？

コースを受講いただいた過去の受講生の皆様、およ

講できますか？

4月以降のTOEIC

利用しながら、
このパーソナル・コンサルティングを受

L&R TEST対策講座の本科生

理を講師と行うのが、
こちらのオプション・コースの
主眼となります。

A

もちろん可能です。
ご受講いただいた際に使用した

TACのテキストや公式問題集を教材として、講師と

ともに学習計画の相談、計画策定、進捗管理をおこ
なっていただけます。

教材追加は可能ですか？
基本的には、受講コースの教材で学習を進めること

をお勧めいたします。
ただ、
自主学習用教材として新

しい公式問題集や公式ボキャブラリーブックを想定

して、講師と学習計画をたてて進捗管理をしていた
だくことは可能です。

いつ講師にコンサルティングしてもらえますか？

どうやって予約するのですか？

当コースにお申込みいただくと、1回30分の対面コン

サルティングを、4回まで受講いただける権限を付与

いたします。TAC八重洲校において、2/8(土)から

Q
A
Q
A

コンサルティングの時以外は、講師とどうやって
コミュニケーションをとるのですか？

面談を行わない週には、1週間に一度、講師にメール

で進捗報告をおこない、学習の見直し、確認、調整な

どをおこなうことが可能です。

具体的にイメージが沸かないのですが、
講師から何を教わるのですか？

当講座の「基本英文法コース」
「 500点コース〜

900点コース」においては、講師は個別の「英文法」

や
「パートごとの問題の解法」
といった内容を教えて

3/28（土）まで、毎週土曜日の18:30〜20:00に

います。
このコースにおいては、各々の受講生の現状

グの予約は、TACの予約システムをご利用いただき

の学習方法の計画策定、進捗管理、進路調整など

の力量と、設定目標との差を埋めるべく、講義時間外

30分の枠を3つ設けております。対面コンサルティン

を講師が指南していきます。

ます（お申込み直後にご利用方法はお伝えいたしま

講義時間外での学習の仕方（例えば語彙の

す）。
お時間が許すのであれば、隔週でコンサルティン

覚え方、
リスニングのスキル訓練法など）は

グを受けていただくのがおすすめです。

目標スコア達成に影響いたしますので、
ここ

※ご予約は先着順で受付いたしますので、必ずしもご希望の時間帯にご予約ができない可能
性もございます。あらかじめご了承ください。

Q
A

ながら忙しかったこともあり、700点に少し足りない

スコアまでしか到達できませんでした。
その時の教材を

て、講義時間外の学習計画の相談、計画策定、進捗管

Q
A

わたしは2019年8月開講の個別DVD講座（現：ビデ

オブース講座）
で750点コースを受講しました。残念

申し訳ございませんが、
できません。TACで、2019年

び現在受講生の皆様が、受講講座の教材を使用し

Q
A

Q

を講師と相談して方向づけていくことがこ
の
「パーソナル・コンサルティング」
の主眼と
なります。
コンサルティングの時間内に

TACのパーソナル・コンサルティングは

分からない問題を尋ねたり、
シャドウ

他社のサービスと何が違うのでしょうか？

イングのやり方を尋ねたり、
といっ

試験対策に特化したTACの講座をご受講いただく

たことも可能ですが、
ご自身の学

コンサルティング」
では、教材・カリキュラムを熟知し

師とともに行っていくような感

習の方向付けやペース作りを講

だけでも効率よく学習できますが、
この
「パーソナル・

覚で捉えていただけますと、更

た経験豊富なベテラン講師が「あなただけの学習計

に有効に活用いただけるかと存

画」を設計・サポートしますので、
目標スコアへの到

じます。

達が更に実現しやすくなります。

TOEIC L＆R TEST対策講座

パーソナル・コンサルティング
ゴ ウ カ ク

お問い合わせ

通話無料

イ イ ナ

0120 - 509 - 117

受付時間

オプション
コース

9 : 00~19 : 00（月〜金）
9 : 30 ~18 : 00（土・日・祝）

※携帯・PHSからもご利用いただけます。

講座ホームページ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic.html

［無料受講モニター権］

