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「Route H」グループ※合格実績（2010－2021）抜粋

「世界中から進路を選ぶ」をスタンダードに。

Harvard  28名（12年連続）
Yale  34名（12年連続）
Princeton  24名（9年連続）
Stanford  9名
MIT  7名
Oxford  4名
※「Route H」グループとは、オンライン型TOEFL®/SAT®
対策塾「G l o b a l  L e a r n i n g  C e n t e r 」、教室型
TOEFL®/SAT®対策塾「お茶の水ゼミナール海外大併
願コース」/「アップ英語館海外大併願コース」および海外
トップ大進学塾「Route H」の総称です。

 アメリカ（総合大）
Columbia, Brown, UPENN, Cornell, 
Dartmouth, U Chicago, Northwestern, 
Duke, UCLA, UC Berkeley, UCSD, 
Georgetown, U Michigan, Georgia Tech, 
NYU, Tufts , Caltech ほか

アメリカ（リベラルアーツ・カレッジ）

Williams, Amherst, Swarthmore, 
Wellesley, Pomona, Bowdoin, Carleton, 
Middlebury, Haverford, Grinnell, 
Wesleyan, Mount Holyoke, Minerva ほか

 イギリス

ICL, UCL, KCL, U Edinburgh,
U Manchester ほか

 オーストラリア

U Melbourne, U Queensland, U Sydney, 
The Australian National University ほか

 カナダ

U Toronto, U British Columbia, McGill 
University, York University ほか

TOEFL® and TOEFL®iBT are registered trademarks of Education Testing Service(ETS). This brochure is not endorsed or approved by ETS.
SAT® is a trademarks of the College Entrance Examination Board, which does not endorse this publication.

 シンガポール

Yale NUS, NUS, Nanyang Technological 
University

 その他

NYU Abu Dhabi, Peking University（北京
大）, U Hong Kong, Seoul National 
University, Hong Kong Science and 
Technology ほか

 大学院合格（高校生の飛び級合格  特別対応）

Caltech（カリフォルニア工科大）

 日本

東京大、 京都大、大阪大、東北大、九州大、早稲田大、
慶應大、上智大、国際教養大 ほか

 奨学金

柳井正財団海外奨学金、江副記念財団奨学金（学術
部門）、孫正義育英財団奨学金、グルーバンクロフト
基金奨学金、JASSO海外留学支援制度（学部学位取
得型） 、船井情報科学振興財団奨学金

日本の高校から12年連続でハーバード大・イェール大へ合格者を輩出する日本で唯一の進学塾「Route H」グループが
『出願対策』×『英語テスト対策』で日本の中高生のグローバル進路実現をサポートします。

Route  Book  2022
海外・国内トップ大進学情報誌

※最新情報はRoute Hのサイトでご確認下さい。
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「世界中から進路を選ぶ」をスタンダードに。

「Route H」グループ講師一同

高校卒業後に日本国内の大学に加え、海外の大学を当たり前に目指す時代になりました。

「世界中から進路を選ぶ」という姿勢が広がる一方で、合格へのノウハウが一般化されるには至っていません。

そのノウハウは、毎年多くの海外トップ大学・国内グローバル系大学へ合格者を輩出している「Route H」
グループへ蓄積されています。その確かさは、ハーバード・イェール12 年連続合格者輩出という日本で唯一の
実績が証明しています。グローバルな進路に挑む際の道標としてこの冊子をぜひお役立てください。

進学先もグローバルな視点から選ぶ時代。
あなたの未来を拓く挑戦を「Route H」グループが応援します。

Oxford
ICL
UCL
Edinburgh
etc

Leiden
U Milan
Technical University of Munich

U Melbourne
U Queensland
U Sydney
etc

NYU Abu Dhabi
U Hong Kong
Hong Kong Science and Technology
NUS
Peking
Tsinghua
Seoul National
Yale NUS
etc

東京大
京都大
大阪大
早稲田大
慶應義塾大
上智大 など

「世界中から進路を選ぶをスタンダードに」を体現する卒業生たち。その進路はアイビーリーグやリベラルアーツカレッジなど米国の名門大学をはじめ、
イギリス、カナダ、オーストラリア、日本など世界各地へと広がっています。

日本国内のトップ大のみならず世界のトップ大に広がる進学先

イギリス

EU

日本

アジア

オーストラリア

U Toronto
U British Columbia
McGill University
etc

カナダ

Harvard
Yale
Princeton
Stanford
MIT
Columbia
Brown
UPENN
Dartmouth
U Chicago
Northwestern
UCLA
UC Berkeley
CalTech
etc

アメリカ（総合大）

Williams
Amherst
Swarthmore
Wellesley
Pomona
Bowdoin
Carleton
Middlebury
Haverford
Grinnell
Wesleyan
Mount Holyoke
Minerva
etc

アメリカ
（リベラルアーツ・
カレッジ）02
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「Route Hグループ」とは？

「Route Hグループ」の３つのサービス

海外トップ大進学塾

オンライン英語講座
＆

出願サービス

教室型英語講座

Route Hがプロデュース

Route Hがプロデュース

中学生

Junior Master Class
お茶の水ゼミナール特設

ULFE［アルフィ］ Junior ／ ULFE［アルフィ］ 
アップ教育企画英語館特設

海外大併願コース

オンライン

教   室

話す・書く・聞く・読むという英語4技能を鍛え、「英会話力」ではなく、海外で勉
強する際に必要となる「アカデミック英語力」の基礎を徹底的に身につける。

全国からオンラインで受講する ⇒ Global Learning Center
都内で教室にて受講する ⇒ お茶の水ゼミナール海外大併願コース
関西で教室にて受講する ⇒ アップ英語館

日本の高校から12年連続ハーバード大、イェール大に合格者を出し続けている日本で唯一の進学塾。出願対策×英語テ
スト対策に加え、各種イベントやコミュニティからの情報提供で日本の中高生のグローバル進路実現をサポートします。

アカデミック英語対策講座を受講する。

※学年の目安となります。
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アカデミック英語対策講座を受講する。

※学年の目安となります。

Route Hが主催・共催・協賛する
各種イベントに参加する。

海外進学カウンセリングを受ける。

高校１年生・高校２年生 高校３年生

海外大学や国内のグローバル系大学の受験に必要なTOEFL iBTやSATの対策
講座を受講し、早い段階で目標スコアをクリアし、出願の準備を開始する。

全国からオンラインで受講する ⇒ Global Learning Center
都内で教室にて受講する ⇒ お茶の水ゼミナール海外大併願コース
関西で教室にて受講する ⇒ アップ英語館海外大併願コース

海外大志望
⇒ 海外トップ大出願サポート
国内大志望
⇒ 総合型選抜対策プログラム

Essay対策指導、出願指導等を受ける。

出願サービスを利用する。TOEFL iBT® Test/SAT®対策講座を受講する。
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Message

Challenge Yourself !
終わりなき挑戦が道を開く
　どんなに学力に秀でていても、優れた表現力を持たなければ世界トップレベルの大学に合格するこ
とはないでしょう。自分についての何を伝えるのか（What）、なぜそれが自分はもとより他者や大学
にとって重要なのか（Why）、いかにしてそれを効果的に書き表すか（How）。この３つの要素をエッ
セイに託して強烈にアピールしてください。あなたの信念と、それに基づく小さくても意義ある行動を
書き示し、読む人に新鮮な感動を与えて新たな行動を引き起こすこと。表現力とはつまり、人を動か
す力。それこそが、最高峰の大学が求めるリーダーに必須の資質ともいえるのです。
　このような表現力を身につけるには、徹底した自己分析と訓練が必要です。現状に満足せず、二手
も三手も先を読んで自分の考えを突き詰めていく。「Route H」はその手ほどきをする、いわば人生道
場でもあります。

マイケル・リンゲン 
Michael Ringen
Route H ディレクター

海外トップ大進学塾
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終わりなき挑戦が道を開く
　どんなに学力に秀でていても、優れた表現力を持たなければ世界トップレベルの大学に合格するこ
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課外活動・受賞歴対策、テスト受検戦略

各種イベント開催

Essay対策指導

入学審査で評価の比重が高い、課外活動・受賞歴の補強対策、SAT・TOEFL
などのテストの受検戦略などをサポートします。

海外大進学の情報提供や、海外トップ大に在籍するRoute H 卒業生や来日する海
外トップ大の学生と高校生の交流会イベントなどRoute Hならではのイベントを開催
しています。

海外トップ大の合否を左右する「Essay」。その対策を１対１のプライベートレッス
ンで行います。トレーニングを通して、エッセイ作成をサポートいたします。

出願指導（主に最終学年）

具体的な出願戦略を始め、国内大との併願戦略、奨学金・大学面接対策、高校の
先生への推薦状等の依頼の仕方など、特に最終学年で必要なあらゆる項目をサ
ポートします。

昨年は、前年から発生したコロナ禍によるSAT 等の試験中止への大学側の配慮で、SATやACTのスコアなしでも出
願可能となったことも受け、IVYリーグを始め、米国トップ大で、出願者が大幅に増加し、結果、合格率が低下するとい
う状況が発生しました（３～５％の大学が多い）。しかし、そうした状況にもかかわらず、「Route H」から、ハーバード、
イェールに12 年連続、プリンストンに 9 年連続という形で合格者を輩出できました。また、多くの生徒が、柳井正財団・
江副財団などの奨学生にも選ばれています。また、塾生 1名が、カリフォルニア工科大学の大学院に合格（スタンフォー
ド、エールにも合格）という快挙もありました。
　また、SAT Subject tests の廃止や、一部の大学では SAT/ACTのスコアは考慮しない方針への変更などもありま
すが、高校の成績、出願エッセイ、課外活動・受賞歴、テストスコア、推薦状など多面的に評価する流れは変わっていな
いため、それぞれに注力してほしいと思います。各項目について、触れていきたいと思います。

★出願状況、合格率
　前述のように、ハーバード・MIT を始め、トップ大を中心に、出願者増・合格率低下が起きてい
ます。コロナの影響、大学の出願方針の変更、College Board の SAT に関する変更などを受けて、
今年も出願状況に影響を受ける大学があると思います。

★出願制度
　2 年前に「早期出願」を廃止したプリンストン大学が、昨年、早期出願を復活させました。また、コ
ロナへの配慮で、昨年もSAT/ACTは未受検でも出願可でしたが、コロナの感染者数の大幅な減
少があれば、それらのテストが必須になる可能性もありますが、そうした一部の変更は今年もあり
えますが、全体的には、大学の方針に大きな変更はありません。

★課外活動・大会参加
　コロナの影響で、課外活動や大会参加の機会が世界的に減りましたが、コロナの感染者数が大幅に
減少すれば、また以前のように普通に課外活動を行ったり、大会が実施される可能性もあります。課外
活動や受賞歴は、入試での評価の比重が高い以上、通常の形、オンラインに関わらず、積極的なコミッ
ト・成果が求められることに変わりはありません。

●海外大出願戦略、国内大との併願戦略
●奨学金・大学面接対策
●推薦状等高校書類の依頼の仕方

●海外トップ大進学ガイダンス「Route H Info Session」
●ハーバード大生（学部生や大学院生）と高校生の交流会

M E S S A G E

出願者大幅増による合格率低下、
そして、高校生の大学院合格という快挙も
尾澤 章浩 「Route H」責任者

●課外活動・受賞歴の補強対策
●テスト受検戦略
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英語４技能オンライン講座

当たり前に英語４技能を駆使し、考え、相手の言っている
ことを感じ、ネイティブに通じるようになる。

海外大学の入学審査 TOEFL iBT®Test での目標スコ
ア獲得のために、Route H がプロデュースする４技能
実践型のオンラインレッスンを行っています。４技能
「読む・聞く・話す・書く」を技能 × 技能の掛け合
わせで運用することで、学習効果を生んでいくメソッ
ドです。講師や他受講生とコミュニケーションをとり
ながら英語力を養成し、「当たり前に4 技能を駆使し、
考え、相手の言っていることを感じ、ネイティブに通
じる」ことを実感してください。

講師や他受講生と近況報告などをすることでウォーミン
グアップ。1クラス最大 8 名の毎週のオンラインレッスン
が、英語力向上をペースメイクします。

「わずか 15 秒で自分の意見をまとめて、短時間で回答す
る」というテスト本番に向けて、できる限り同じ環境で学
ぶことでアウトプット力を鍛えます。

Yes! We learned
about the moon.

So, Risa, did you learn
anything interesting at 
school today? The most important

qualities in a friend
are…

Learning Management System

パソコンやスマートフォンを利用することで、い
つでもどこでも予習・復習・宿題を行うことが
できる専用システムです。隙間時間の活用で
最大の効果を得ることが可能です。

オンライン英語講座＆
出願サービス

Route Hがプロデュース
0808
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Route Hがプロデュース

同じ志を持つ仲間からの刺激生徒を目標まで導くシステム

課外活動の支援

テスト前に短期間でスコアアップを狙う受講生向けにマンツーマン特別講座。
難関大学の総合型選抜もしくは推薦入試で合格を目指す
高校3年生向けの対策プログラム。

クラスには同じ志を持った仲間が日本全

国から集い、「一緒に考え、教え合い、学

び合う」コミュニティを形成しています。

この環境を最大限生かすことが英語力

上達への近道になるとともに、課外活動

など様 な々情報交換の場となります。

ニーズに合わせた充実のプログラム

普段のグループレッスンに加え、個々の課題をピンポイントで対策するために、講師と1対1で授

業を受けられるマンツーマン特別講座をオプションで受講できます。TOEFL®やSAT®の試験

までの残り少ない時間で最大限のスコアアップを目指されたい受講生におすすめの講座です。

また、総合型選抜対策プログラムでは、小論文に必要な読解力・論理的思考力や、志望理由書

で自己アピールするための表現力を養うための講座などをご用意しています。

厳しい講師採用基準と継続的トレーニングを経た精鋭講師陣、
受講生に寄り添い伴走するチューター達、
そして英語力を正確に測るアセスメント。

日本全国から集うグローバル進路を志すクラスメイト達。
生徒同士がお互いの力を発揮して協力して学ぶ。

応募者に占める採用率は 2％以下。英語がネイティブ言語であるだけでは十分ではなく、

講師経験、教育学・言語学での教養や知識、教材開発スキルを重視して、講師を採用して

います。また、定期的に英語力を正確に測るためのアセスメントを実施し、その結果をもと

にチューター達が面談を実施し目標までのプロセスの明確化、最適な学習環境作りと学習

方法のアドバイスを通じ、目標達成へ導きます。

海外大・国内難関大総合型選抜で必要不可欠な課外活動を支援。

自分の興味を見つける段階から始まり、課外活動の探し方や参加後のリフレクションを仲間たち

とともに行い、大学へ進学する目的を見つけるとともにユニークなポートフォリオを作りあげます。

講師
受講者
A

受講者
B

受講者
C

受講者
D

受講者
E

授業の質向上に向けて、採用後にも継続的なトレーニング
を行います。また、受講生の検定試験スコア等を検証し、適
宜授業を改善しています。

Writingではエッセイを「受講生全員が一斉に書く」という
場面も。書く速さや表現の巧みさなどで他受講生を目標に
でき、刺激になります。
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Global Learning Center レベル表
Global Learn ing Center のレッスンなら

学年、学校の学習進度、受講開始時期に関係なく

あなたに合ったレベルから学習をスタートすることができます。

アカデミック４技能基礎 TOEFL iBT® Test 対策

Academic Basics 
Level Ⅰ

Level 1

Level Guide

Academic Basics 
Level Ⅱ

Level 2

Academic Basics
Level Ⅲ

Level 3

TOEFL iBT® Test
対策Class
Beginning

Level 4

TOEFL iBT® Test
対策Class
Intermediate

Level 5

TOEFL  iBT® Test
対策Class
Master

Level 6

SAT®

対策Class

Level 7

Global Learning Center

学習
目標

学習
目標

進路
目標

学習
目標 SAT® 対策

●語学学校経由でコミュニティカレッジへ、その後４年制大学へ編入
●英語を活かした国内大受験

●ベネッセ留学センターのご紹介
●学習カウンセリング

●海外トップ大出願サポート／国内　総合型選抜対策プログラム
●各種エッセイ添削サービス /出願個別コンサルティング

英語初心者

CEFR A1
４技能検定対策

CEFR Pre A2
４技能検定対策

CEFR A2
４技能検定対策

CEFR B1

CEFR B2

CEFR C1

CEFR C2 

英検 3級程度

英検準 2 級程度

TOEFL iBT® 40+

TOEFL iBT® 60+

TOEFL iBT® 80+

●海外難関大　●国内大　総合型選抜（旧AO、推薦）　
●国内グローバル系大学・学部

サポート サポート

進路
目標

※「ヨーロッパ言語共通参照枠 (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages)」は、欧州評議会が定めた言語の枠や国境を越えて、異なる試験を相互に比較することが出来る国際標準です。 
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TOEFL iBT®Test 対策クラスは、海外難関大や早稲田大・上智大・ICU などの国際教養学部といった、国内でも最難関のグロー
バル系大学・学部を目指す方々のための講座です。大学入試で TOEFL®Test スコアを活用することをめざし、テストの目標スコア取
得を目的とします。「速く読む」「正確に聞く」「論理的に話す」「独創的に書く」など、英語力の高みを目指すことができ、大学入試
英語だけでなく、海外留学や海外大進学に必要な使える英語 4技能を身につけます。

語彙や文法の基礎は既に押さえているものの、それらの知識を使いこなしてアウトプットすることが苦手な受講生が少なくありません。レッ
スンではアウトプットの機会を多く設け、論理的思考のフレームを用いた思考と発話の練習を繰り返し行います。TOEFL iBT®Test 対
策はもちろん、さらに英語 4技能を使いこなすためのトレーニングを重ねます。

Reading: 700 語程度、Listening: 4～5 分程度
のパッセージを扱います。内容を瞬時に理解し、
構造的かつ論理的にひも解いていく力を養います。

アウトプットの時間を多く取ることで、英語を使いこなすためのトレーニングを行う。

より速く読み、正確に聞き、論理的に話し、独創的に書く。4技能すべてにおいてさらなる高みをめざす。

Master

Reading: 500 語程度、Listening: 3～4 分程度
のパッセージを扱います。速読力を鍛え、どんな
内容でも対応できる応用力を磨いていきます。

 Intermediate

Reading: 300 語程度、Listening: 2～3 分程度
のパッセージを扱います。論理的な構造で書かれた学術
的な文章に触れ、着実に読み、聞きとる力を身につけます。

Beginning

TOEFL iBT ®Test での高得点取得

Master
Intermediate
Beginning

：TOEFL iBT® Test 80 点以上、IELTS® 7.0 以上
：TOEFL iBT® Test 60 点以上、IELTS® 6.0 以上、英検準 1級
：TOEFL iBT® Test 40 点以上、IELTS® 5.0 以上、英検 2級

TOEFL iBT®Test対策クラスは、3つのレベル別

目 標

対 象

対 象

Mastering Skills for the TOEFL iBT 
Second Edition Combined Book with 
MP3 CD / Compass Publishing

Developing Skills for the TOEFL iBT 
Second Edition Combined Book with 
MP3 CD / Compass Publishing

Building Skills for the TOEFL iBT
Second Edition Combined Book
with MP3 CD / Compass Publishing

Master

CEFR C1
Intermediate

CEFR B2
Beginning

CEFR B1

SAT®Test 対策クラスは、米国大や国内難関大など、出願時に SAT®Test のスコア提出が必要な大学の合格を目指す方のための講
座です。Evidence-based Reading & Writing と Essay の対策を通して、速読読解力・論理的思考力・短時間で自分の意見をま
とめて書く力など、高度なアカデミックスキルを身につけます。

Evidence-based Reading & Writing では、問題形式別の答えの導き方や、素材文のどういったポイントに注目すべきかなど、テクニ
カルな指導を多く行います。一方で、正しい選択肢について、なぜそれが正解なのかを必ず確認し、批判的に文章を読む力を養います。

テクニカルな指導と正解の理由を追求するReading&Writing
テーマに対するアプローチを学ぶEssay

海外大出願に必要なSAT®のスコア取得をめざし、高度なアカデミックスキルを身につける。SAT®Test対策class

SAT® テストでの高得点取得

TOEFL iBT®Test 80 点以上、IELTS®7.5 以上

目 標

CEFR C2

講 座 内 容

講 座 内 容

TOEFL iBT®Test対策class
120 分×月4 回

英語でのスムーズなコミュニケーション力を身につけたい方や、将来的に大学・高校受験で英語を強みにしたい方、GTEC CBT® や
英検、TEAP®などの各種４技能検定試験の準備をしたい方のための講座です。まずは英語で読み・聞き、英語で考えることを重視し
て基礎を磨き、徐々に応用力の構築につなげます。

Academic Basics クラスでは、Reading・Listening は TOEFL iBT® Test ベースのテキストを用いますが、Speaking・Writing で
は GTEC CBT® や TEAP®、IELTS® など、各種４技能検定試験で出題される問題形式を取り入れています。高校受験や大学受験
で４技能検定試験を利用する方に、ぴったりの講座です。

200 語～300 語程度のパッセージを扱い、より早
く読み、聞いて理解する力を磨きます。多様な問
題形式に触れることで、応用力が身に着きます。

各種テストの問題形式に対応。様々な場面に対応できる英語力を養う。

Academic Englishの習得に向けて、まずはコミュニカティブな英語力を磨く。

Level Ⅲ
150 語～200 語程度の短いパッセージを扱いなが
ら、内容は Level Ⅰよりぐっと学術的になり、単語
の難度も上がります。知識の幅を広げ、英語のレベ
ルを一段引き上げます。

Level Ⅱ
学術的なトピックを扱いつつも、易しい単語や文
法が用いられており、基礎力を養うには最適です。

Level Ⅰ

英語４技能の基礎を統合的に学び、運用する力を身につける
各種英語４技能検定試験のスコア取得

Level Ⅰ：英検３級程度Level Ⅱ：英検３級以上Level Ⅲ：英検準２級以上

Academic Basicsクラスは、３つのレベル別

目 標

対 象

Basic Skills for the TOEFL iBT 3
Reading Book, Listening Book
with Audio CD / Compass Publishing

Basic Skills for the TOEFL iBT1
Reading Book, Listening Book
with Audio CD / Compass Publishing

Reading Jump 1
Student Book
with Audio CD / Compass Publishing

Level Ⅲ
CEFR A2

Level Ⅱ
CEFR Pre A2

Level Ⅰ
CEFR A1

講 座 内 容

Academic Basics class（４技能検定対策クラス） 90分×月4回 90分×月4回 90分×月4回

120 分×月4 回

1111



●海外大と国内大の併願指導

海外大の進学に必要な英語力の養成、願書作成支援、SAT®やエッセイ対策を実施するとともに、国内大学の受験にも備え、負荷を
調整した適正な学習スケジューリングや受験戦略の立案を、国内外の受験に豊富な指導経験を持つプロのカウンセラーが、生徒一人
一人の状況に合わせて行います。セミナーなど保護者に対する情報提供も定期的に実施します。

●実績のあるRoute H、研伸館と連携した支援

海外大受験については、ハーバード大など世界のトップ大に国内随一の合格実績を誇る「Route H」と連携し、定期的な講師研修会
や合格ノウハウの共有により、実績に裏打ちされた質の高い指導を実施します。国内大受験については、国内難関大学に実績のある
「研伸館」と連携した指導を行います。これにより英語以外の教科の対策も万全です。

●海外進学しても通用するアカデミックな英語力の養成

ネイティブに勝るとも劣らないアカデミックな英語力を養成すること…これが英語館の至上命題です。単純な英語四技能に加え、「批
判的思考力」や「論理的想像力」といった処理の技能、日本人が特に苦手とする「議論をする力」、「レポートを書く力」、「自分の意見
をまとめて伝える力」なども身につけられるカリキュラムになっています。

帰国子女の人、インターナショナルスクールに通っていた人、幼少のころから英語を習って
きた人、学校の授業が始まってはじめて英語に触れた人…スタートは人それぞれ。海外大
への進学を目指す人、あくまでも国内の大学を志向する人、検定試験のスコアのために頑
張る人…ゴールも人それぞれ。英語館にはこの全てに最適解を示せるノウハウがあります。

アップ英語館海外大併願コースのConcept

アップ英語館の特長
①多様なバックグラウンドやニーズに対応できる講座展開

英語館では年に２回、TOEFL ITP®テストを用いた英語力診断を実施します。この結
果に基づき、豊富な指導経験を持つカウンセラーが、今何をすべきなのかということを
受験時点に至っておくべきレベルからの緻密な逆算に基づいて個別指導します。この「
個別コンサル」では課外活動のアシストや学校の成績管理等も行っています。

②終着点を意識したプロによるコンサル

英語館では国内外のトップ大を目指す人たちが多く学んでいます。高校生にして大学の
教授の元で研究活動に没頭する人、科学オリンピックで活躍する人、海外大のリーダー
シップ・プログラムに選抜される人…様々な人たちがいます。こういう人たちと、物理的
に机を並べることで、「世界レベル」を肌で感じることができます。

③世界を見据える仲間とのコミュニティー

海外TOP 大と国内難関大のダブル合格を目指す

教室型英語講座

Route Hがプロデュース
1212



●海外大と国内大の併願指導

海外大の進学に必要な英語力の養成、願書作成支援、SAT®やエッセイ対策を実施するとともに、国内大学の受験にも備え、負荷を
調整した適正な学習スケジューリングや受験戦略の立案を、国内外の受験に豊富な指導経験を持つプロのカウンセラーが、生徒一人
一人の状況に合わせて行います。セミナーなど保護者に対する情報提供も定期的に実施します。

●実績のあるRoute H、研伸館と連携した支援

海外大受験については、ハーバード大など世界のトップ大に国内随一の合格実績を誇る「Route H」と連携し、定期的な講師研修会
や合格ノウハウの共有により、実績に裏打ちされた質の高い指導を実施します。国内大受験については、国内難関大学に実績のある
「研伸館」と連携した指導を行います。これにより英語以外の教科の対策も万全です。

●海外進学しても通用するアカデミックな英語力の養成

ネイティブに勝るとも劣らないアカデミックな英語力を養成すること…これが英語館の至上命題です。単純な英語四技能に加え、「批
判的思考力」や「論理的想像力」といった処理の技能、日本人が特に苦手とする「議論をする力」、「レポートを書く力」、「自分の意見
をまとめて伝える力」なども身につけられるカリキュラムになっています。

帰国子女の人、インターナショナルスクールに通っていた人、幼少のころから英語を習って
きた人、学校の授業が始まってはじめて英語に触れた人…スタートは人それぞれ。海外大
への進学を目指す人、あくまでも国内の大学を志向する人、検定試験のスコアのために頑
張る人…ゴールも人それぞれ。英語館にはこの全てに最適解を示せるノウハウがあります。

アップ英語館海外大併願コースのConcept

アップ英語館の特長
①多様なバックグラウンドやニーズに対応できる講座展開

英語館では年に２回、TOEFL ITP®テストを用いた英語力診断を実施します。この結
果に基づき、豊富な指導経験を持つカウンセラーが、今何をすべきなのかということを
受験時点に至っておくべきレベルからの緻密な逆算に基づいて個別指導します。この「
個別コンサル」では課外活動のアシストや学校の成績管理等も行っています。

②終着点を意識したプロによるコンサル

英語館では国内外のトップ大を目指す人たちが多く学んでいます。高校生にして大学の
教授の元で研究活動に没頭する人、科学オリンピックで活躍する人、海外大のリーダー
シップ・プログラムに選抜される人…様々な人たちがいます。こういう人たちと、物理的
に机を並べることで、「世界レベル」を肌で感じることができます。

③世界を見据える仲間とのコミュニティー

海外TOP 大と国内難関大のダブル合格を目指す

教室型英語講座

Route Hがプロデュース

アップ英語館講座紹介

海外大併願コースの最上位クラスです。英語の力としてはほぼネイティブに近づいている受講生に
対して、質・量の両面における語彙力の増強とスピードの強化を通じて、屈強な英語力に更に磨き
をかけます。

■海外大併願コース

１２０分授業/月３回/定員８名　対象（目安）：中３～高３SAT® Class

海外トップ大進学の前提となる TOEFL®100 点オーバーを目指す上級クラスです。「合理的な想
像力」や「批判的な思考力」を鍛え上げ、どんな文にもうろたえることなく立ち向かえる英語力を養
成します。

１８０分授業/月３回/定員１５名　対象（目安）：中３～既卒TOEFL® Master Class

国内大の総合型選抜などで有利にはたらく TOEFL®80 点程度の得点を目指す中級クラスです。イ
ンプット技能としては「要約力」、アウトプット技能としては「端的な回答力」を徹底的に鍛えます。

１８０分授業/月３回/定員１５名　対象（目安）：中２～高３TOEFL® Intermediate Class

現状、英検 ®準２級程度のレベルでTOEFL®対策を始めようと思っている中高生のための初級クラ
スです。日本語を思考から追い出す習慣を身につけることで、本質的なスピードアップを目指します。

１８０分授業/月３回/定員１５名　対象（目安）：中１～高２TOEFL® Beginning Class

TOEFL®テストと双璧をなす、IELTSTM Academic Module の対策をするクラスです。オーバー
オール 5.5 ～ 6 点程度の受講生をターゲットとし、6.5 ～ 7点を目指すプログラムです。

１８０分授業/月３回/定員１５名　対象（目安）：中１～高３IELTSTM Class

特定の技能だけに課題があるのでそこだけをカ
バーしたいなどというニーズに対応した個別指導。
SAT® や TOEFL® の講座を担当している外国
人講師が 1:1 でレッスンを実施します。エッセイ対
策も可能です。

６０分授業 月３回 個別指導1on1 Tutorial
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英語４技能教室型講座

当たり前に4技能を駆使し、考え、相手の言っている
ことを感じ、ネイティブに通じるようになる。

海外大学の入学審査や国内グローバル系大学の選抜で
必要な TOEFL iBT® Test での目標スコア獲得のため
に、Route H がプロデュースする４技能実践型の教室
型レッスンを行っています。４技能「読む・聞く・話す・
書く」を技能 × 技能の掛け合わせで運用することで、
学習効果を生んでいくメソッドです。講師や他受講生と
コミュニケーションをとりながら英語力を養成し、「当た
り前に 4 技能を駆使し、考え、相手の言っていること
を感じ、ネイティブに通じる」ことを実感してください。

1 クラス最大 20 名の教室型少人数制レッスンが、英語
力向上をペースメイクします。講師や他受講生と近況報
告などをすることでウォーミングアップ。

本番と同様の環境で、思考のスピードをテスト本番に近づ
けていきます。「わずか15 秒で自分の意見をまとめて回答
する」ことを目指します。

Weekly Test

授業の冒頭 15 分程度で前回の授業内容
の復習テスト「Weekly Test」を実施しま
す。毎週の学習のマイルストーンになり、
学習習慣が確立されます。

Hello, everyone!  
Did everyone have 
a good week?

Hello, Scott.
I had a fun school 
festival this week.

教室型英語講座

Route Hがプロデュース

海外大併願コース
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英語４技能教室型講座

当たり前に4技能を駆使し、考え、相手の言っている
ことを感じ、ネイティブに通じるようになる。

海外大学の入学審査や国内グローバル系大学の選抜で
必要な TOEFL iBT® Test での目標スコア獲得のため
に、Route H がプロデュースする４技能実践型の教室
型レッスンを行っています。４技能「読む・聞く・話す・
書く」を技能 × 技能の掛け合わせで運用することで、
学習効果を生んでいくメソッドです。講師や他受講生と
コミュニケーションをとりながら英語力を養成し、「当た
り前に 4 技能を駆使し、考え、相手の言っていること
を感じ、ネイティブに通じる」ことを実感してください。

1 クラス最大 20 名の教室型少人数制レッスンが、英語
力向上をペースメイクします。講師や他受講生と近況報
告などをすることでウォーミングアップ。

本番と同様の環境で、思考のスピードをテスト本番に近づ
けていきます。「わずか15 秒で自分の意見をまとめて回答
する」ことを目指します。

Weekly Test

授業の冒頭 15 分程度で前回の授業内容
の復習テスト「Weekly Test」を実施しま
す。毎週の学習のマイルストーンになり、
学習習慣が確立されます。

Hello, everyone!  
Did everyone have 
a good week?

Hello, Scott.
I had a fun school 
festival this week.

教室型英語講座

Route Hがプロデュース

海外大併願コース

「定着」と「実践」にこだわったカリキュラム設計中学生は日本人講師が「型」作り

東大にとどまらない可能性の素地をつくる。
中学生専用のハイブリッドメソッド。

ネイティブ講師だけではなく日本人講師による講
義パートも加えた中学生向け「Junior Master 
Class」を開講しています。まだ英語に慣れてい
ない中学生だからこそ、日本人が英語を学ぶた
めに法則化した型（文法）をしっかりと習得し、
英語が「わかる」ように。ネイティブ講師の元
でアウトプットを行い「使える」ように。このハ
イブリッドなメソッドで、急速な英語力の伸長を
実現します。高校進級後は、グローバル進路も
しくは国内難関大という希望進路に合わせての
英語受講が可能です。

ネイティブ講師

文法をしっかりと
学び、「読む」
「書く」技能
を中心に養成。

英語を実践的に
使い、「聞く」
「話す」技能
を中心に養成。

日本人講師

海外大併願コースの上位クラス
Junior Master Class （レベル・目的別）

＜例年受講生の在籍校＞
開成、桜蔭、筑波大付属駒場、
渋谷教育学園渋谷、麻布など

東大英語クラス、
英語トップレベルクラスなど

中１～中３ 中３～高３

（国内難関大対策）

＋ 「Weekly Test」の内容とは？
「Weekly Test」は授業の冒頭 15 分程度で行
う、前回の授業内容の確認テストです。授業で
は毎回特に強化するスキル（技能）が変わりま
すので、「Weekly Test」も前回の内容に応じ
て問われる技能が変わります。講師はこのテスト
を通じて、生徒の実力を把握し、適切な指導を
行っていきます。

アウトプットの機会を
豊富にご用意

海外大併願コースでは毎週の復習テストや模試形式
のテストなども用意しています。これらの「実践」を通じ
て授業内容の「定着」や実力の伸びを確認。さらに講
師による All English 授業そのものがアウトプットの場
となり、ディスカッションや英作文などの機会を通して
「使える英語力」を身につけていきます。

前週の内容を
定着させる「リピート式」

授業で理解したにも関わらず、次の授業までに忘れて
しまうのは非常にもったいないこと。そのため海外大併
願コースでは「リピート式」を導入し、授業の冒頭で前
回の授業内容の復習テストである「Weekly Test」を
実施します。この「Weekly Test」が毎週の学習のマイ
ルストーンになり、学習習慣を確立。忘れる量を減らし、
着実に知識を積み重ねていくことができるのです。

文系・理系を超えた
幅広い教養を身につけるカリキュラム

これからの大学生に求められる英語とは、専門書を速く正確に読解できる力（Reading）、ネイティブスピードの講義も
理解できる聞く力（Listening）、意見を論理的に述べる力（Speaking）、アカデミックなスタイルで文章をまとめ書く力
（Writing）の 4 技能をベースとしたアカデミックイングリッシュです。お茶の水ゼミナール海外大併願コースでは、単に
技能別に英語を学ぶのではなく、「技能」×「技能」の掛け合わせ学習で学びにシナジーを生む海外大併願メソッドを
導入しています。講師やクラスメイトとコミュニケーションをとりながら進む授業では、各技能をとことん実践する場面に
溢れています。さらに、これらの 4 技能を伸ばすために必要な思考力（Thinking）と感情力（Feeling）を文系、理系
を超えた幅広い教養とともに身につけていきます。
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お茶の水ゼミナール　海外大併願コース　講座紹介

TOEFL® and TOEFL® iBT are registered trademarks of Education Testing Service (ETS). This brochure is not endorsed or approved by ETS.
SAT® is a trademarks of the College Entrance Examination Board, which does not endorse this publication.

海外大併願コース

TOEFL®対策を通じて、
海外大進学に必要な「読む、聞く、話す、書く」の 4 技能を養成する目 標

対 象

CEFR B2

講 座 内 容

Intermediate Class
１８０分×月３回  定員２０名

●中学３年生～高校３年生
海外大、国内難関大を目指す生徒対象。入会基準は、TOEFLiBT®Test60 点、GTEC CBT 1150 点、英検準
１級レベルの語学力。（資格保持は必須ではありません。準ずる英語力があると判断されれば、受講可能です。）

海外大・国内大で有利になるTOEFL iBT®Test 80点を目指す
Intermediate Classは、TOEFL iBT®Testで80点をめざす方におすすめの講座です。80点を取得できると、海外州
立大への入学が可能になる上、国内の検定試験を用いたグローバル入試に出願することが可能になります。英語力
で言うと、難解な学術的な文章でも読み解き、内容把握ができる読解力と聴解力、そして自分の意見や考察を論理
的構造を用いて発話したりエッセイが書ける能力があると言えます。このクラスでは、このレベルまで英語力を引き上
げていきます。
応用力を身につけ、英語を一段上のレベルへ
このようなTOEFLiBT®Test80点レベルの英語力を身につけるためには、より速く正確に内容を把握し、文章構造か
ら読み解く訓練を重ねる必要があります。さらに、短時間で考えをまとめ、論理的にアウトプットする練習も必要です。
講座の中でこれらのポイントに注力し、繰り返し練習していくことで、応用力を磨いていきます。

TOEFL®対策を通じて、海外大進学に必要な
「読む、聞く、話す、書く」の 4 技能を養成する目 標

対 象

CEFR B1

講 座 内 容

Beginning Class
１８０分×月３回  定員２０名

●中学３年生～高校３年生
海外大、国内大を目指す生徒対象。入会基準は、TOEFL iBT®Test４０点、GTEC CBT１０００点、英検２級
レベルの語学力。（資格保持は必須ではありません。準ずる英語力があると判断されれば、受講可能です）

周りと差がつくTOEFL iBT® Test 60点をめざす
Beginning Classは、TOEFL iBT® Testで60点をめざす方におすすめの講座です。60点を取るためには、語彙や文
法の基礎がしっかりしていることはもちろんですが、ある程度の速読力や200語以上のまとまった文章のSpeakingや
Writingが求められるため、英語学習者にとって60点取得は一つの壁になっています。このクラスでは、All Englishの
授業を通して、英語で考え、英語で表現することが自然と身につきます。
基礎力を応用力へ引き上げる指導
TOEFL iBT® Test60点レベルの英語力を身につけるためには、文法や語法などの基礎をより堅固なものにしつつ、
語彙数をさらに補強し、速読のスキルを磨き、論理的構造を用いたアウトプットの練習が欠かせません。授業では基本
スキルの習得を大切にしつつ、基礎力を応用力へ引き上げるアクティビティを重ねていきます。

全米難関大・国内難関大入試に求められる
英語力・思考力を養成する目 標

対 象

CEFR C2 

講 座 内 容

SAT Class
１２０分×月３回  定員２０名

●中学３年生～高校３年生
全米TopSchool、上智大学・国際教養学部などの国内難関大を目指す生徒対象。入会基準は、TOEFLiBT®Test80 点、
英検１級レベルの語学力。（資格保持は必須ではありません。準ずる英語力があると判断されれば、受講可能です。）

全米Top Schoolで要求されるSAT®のハイスコアを目指す
全米Top Schoolへの出願では、SAT®で高得点を取らなくてはなりません。また、国内大でも上智大学国際教養学部
等では、SAT®スコアも選考基準になります。この講座では、Evidence-based Reading & Writing の対策を通して、
速読読解力と論理的思考力を身につけます。
全米Top School生に求められる高度な英語力、思考力を磨く
アメリカなどのTop School進学を目指す場合、高度な語彙力に加え、速読速解力、論理的思考力や、短時間で意見
を書く力が必要となります。この講座では、SAT®のEvidence-based Reading and Writing、の対策を提供します。
SAT®を熟知したネイティブ講師によるAll Englishの環境で、「速く読む」「短時間で書く」「Academicな語彙を使いこ
なす」ことを訓練し、大学入学後も役立つアカデミックな英語力と思考力を鍛えていきます。

海外大・国内難関大入試に求められる
英語力・知性を養成する目 標

対 象

CEFR C1

講 座 内 容

Master Class
１８０分×月３回  定員２０名

●中学３年生～高校３年生
海外難関大、早稲田大学・上智大学の国際教養学部などの国内難関大を目指す生徒対象。入会基準は、TOEFLiBT®Test80点、
英検１級レベルの語学力。（資格保持は必須ではありません。準ずる英語力があると判断されれば、受講可能です。）

全米Top Schoolで要求されるTOEFL iBT®Test100点以上を目指す
世界の難関大に進学するためには、TOEFL iBT®Testで９割を超える高得点を取らなくてはいけません。さらに、東京
大・京都大・一橋大など国内最難関大でも推薦入試の条件として、TOEFL iBT®Test90点以上を課す大学が出てき
ました。Master Classでは、100点に到達するために、文章の構造を瞬時に理解し先読みする力、論理的にアウトプッ
トする力、より洗練された単語・構文力を磨き、英語力を一段上のレベルに引き上げます。
海外大生として求められるintellectualな英語を磨く
海外大への進学を目指す場合、単なる語学力だけでは通用しません。日本人が苦手とする、論理的思考や短時間で
意見をまとめる力なども必要となります。この講座では、TOEFL iBT®Test対策をベースにしながら、AllEnglishの環
境で、「速く読む」「正確に聞く」「論理的に話す」「独創的に書く」ことを訓練し、大学入学後も通用する能力を鍛えて
いきます。
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海外大併願コース

TOEFL®対策を通じて、
海外大進学に必要な「読む、聞く、話す、書く」の 4 技能を養成する目 標

対 象

CEFR B2

講 座 内 容

Intermediate Class
１８０分×月３回  定員２０名

●中学３年生～高校３年生
海外大、国内難関大を目指す生徒対象。入会基準は、TOEFLiBT®Test60 点、GTEC CBT 1150 点、英検準
１級レベルの語学力。（資格保持は必須ではありません。準ずる英語力があると判断されれば、受講可能です。）

海外大・国内大で有利になるTOEFL iBT®Test 80点を目指す
Intermediate Classは、TOEFL iBT®Testで80点をめざす方におすすめの講座です。80点を取得できると、海外州
立大への入学が可能になる上、国内の検定試験を用いたグローバル入試に出願することが可能になります。英語力
で言うと、難解な学術的な文章でも読み解き、内容把握ができる読解力と聴解力、そして自分の意見や考察を論理
的構造を用いて発話したりエッセイが書ける能力があると言えます。このクラスでは、このレベルまで英語力を引き上
げていきます。
応用力を身につけ、英語を一段上のレベルへ
このようなTOEFLiBT®Test80点レベルの英語力を身につけるためには、より速く正確に内容を把握し、文章構造か
ら読み解く訓練を重ねる必要があります。さらに、短時間で考えをまとめ、論理的にアウトプットする練習も必要です。
講座の中でこれらのポイントに注力し、繰り返し練習していくことで、応用力を磨いていきます。

TOEFL®対策を通じて、海外大進学に必要な
「読む、聞く、話す、書く」の 4 技能を養成する目 標

対 象

CEFR B1

講 座 内 容

Beginning Class
１８０分×月３回  定員２０名

●中学３年生～高校３年生
海外大、国内大を目指す生徒対象。入会基準は、TOEFL iBT®Test４０点、GTEC CBT１０００点、英検２級
レベルの語学力。（資格保持は必須ではありません。準ずる英語力があると判断されれば、受講可能です）

周りと差がつくTOEFL iBT® Test 60点をめざす
Beginning Classは、TOEFL iBT® Testで60点をめざす方におすすめの講座です。60点を取るためには、語彙や文
法の基礎がしっかりしていることはもちろんですが、ある程度の速読力や200語以上のまとまった文章のSpeakingや
Writingが求められるため、英語学習者にとって60点取得は一つの壁になっています。このクラスでは、All Englishの
授業を通して、英語で考え、英語で表現することが自然と身につきます。
基礎力を応用力へ引き上げる指導
TOEFL iBT® Test60点レベルの英語力を身につけるためには、文法や語法などの基礎をより堅固なものにしつつ、
語彙数をさらに補強し、速読のスキルを磨き、論理的構造を用いたアウトプットの練習が欠かせません。授業では基本
スキルの習得を大切にしつつ、基礎力を応用力へ引き上げるアクティビティを重ねていきます。

全米難関大・国内難関大入試に求められる
英語力・思考力を養成する目 標

対 象

CEFR C2 

講 座 内 容

SAT Class
１２０分×月３回  定員２０名

●中学３年生～高校３年生
全米TopSchool、上智大学・国際教養学部などの国内難関大を目指す生徒対象。入会基準は、TOEFLiBT®Test80 点、
英検１級レベルの語学力。（資格保持は必須ではありません。準ずる英語力があると判断されれば、受講可能です。）

全米Top Schoolで要求されるSAT®のハイスコアを目指す
全米Top Schoolへの出願では、SAT®で高得点を取らなくてはなりません。また、国内大でも上智大学国際教養学部
等では、SAT®スコアも選考基準になります。この講座では、Evidence-based Reading & Writing の対策を通して、
速読読解力と論理的思考力を身につけます。
全米Top School生に求められる高度な英語力、思考力を磨く
アメリカなどのTop School進学を目指す場合、高度な語彙力に加え、速読速解力、論理的思考力や、短時間で意見
を書く力が必要となります。この講座では、SAT®のEvidence-based Reading and Writing、の対策を提供します。
SAT®を熟知したネイティブ講師によるAll Englishの環境で、「速く読む」「短時間で書く」「Academicな語彙を使いこ
なす」ことを訓練し、大学入学後も役立つアカデミックな英語力と思考力を鍛えていきます。

海外大・国内難関大入試に求められる
英語力・知性を養成する目 標

対 象

CEFR C1

講 座 内 容

Master Class
１８０分×月３回  定員２０名

●中学３年生～高校３年生
海外難関大、早稲田大学・上智大学の国際教養学部などの国内難関大を目指す生徒対象。入会基準は、TOEFLiBT®Test80点、
英検１級レベルの語学力。（資格保持は必須ではありません。準ずる英語力があると判断されれば、受講可能です。）

全米Top Schoolで要求されるTOEFL iBT®Test100点以上を目指す
世界の難関大に進学するためには、TOEFL iBT®Testで９割を超える高得点を取らなくてはいけません。さらに、東京
大・京都大・一橋大など国内最難関大でも推薦入試の条件として、TOEFL iBT®Test90点以上を課す大学が出てき
ました。Master Classでは、100点に到達するために、文章の構造を瞬時に理解し先読みする力、論理的にアウトプッ
トする力、より洗練された単語・構文力を磨き、英語力を一段上のレベルに引き上げます。
海外大生として求められるintellectualな英語を磨く
海外大への進学を目指す場合、単なる語学力だけでは通用しません。日本人が苦手とする、論理的思考や短時間で
意見をまとめる力なども必要となります。この講座では、TOEFL iBT®Test対策をベースにしながら、AllEnglishの環
境で、「速く読む」「正確に聞く」「論理的に話す」「独創的に書く」ことを訓練し、大学入学後も通用する能力を鍛えて
いきます。

中１ Junior Master Class 日本人講師＋ネイティブ講師

基本文法から多読まで、「使える英語力」を伸ばす
英語に慣れた生徒でも、文法が弱かったり、教養を問う内
容の議論については必ずしも得意ではありません。この講
座では、日本人講師が英語の文法・語法などの基礎を再定
着させ、ネイティブ講師が論理的構造を用いたアウトプット
を指導していくことで、「使える英語力」を習得していきます。

中１　Junior Master Class Global 授業内容

「アカデミック」な英語力を磨き、一段上のレベルへ
この講座では、大学で必要となるレベルの英語＝「ア
カデミック英語」を磨くことに焦点を当てていきます。
日本人講師による指導で語彙を増やしつつ、ネイティ
ブ講師の授業で学術的な文章の速読力、内容把握
力を磨き、アウトプットを積み重ねていきます。

中２　Junior Master Class Global 授業内容

※「中１Junior Master Class」を受講するためには選抜テストに合格する必要があります。

中３ Junior Master Class 日本人講師＋ネイティブ講師

※「中３Junior Master Class」を受講するためには選抜テストに合格する必要があります。

中２ Junior Master Class 日本人講師＋ネイティブ講師

※「中２Junior Master Class」を受講するためには選抜テストに合格する必要があります。

中１・中２ Junior Master Class Global 日本人講師＋ネイティブ講師

※「Junior Master Global」を受講するためには選抜テストに合格する必要があります。

国内・海外のあらゆる進路を実現する、
最高峰の英語力を養成目 標

対 象

講 座 内 容

１８０分×月３回

●中学３年生
将来、全米Top School、東大をはじめとする国内最難関大を目指す中学３年生を対象とします。
「東大にとどまらない可能性の素地をつくりたい」グローバル世代・中３生のための講座です。

All-aroundな技術を身につける
このクラスの目的は将来医学部、東大にとどまらず、TOEFL受験をするにあたって、十分対応可能な英語力を養うこ
とにあります。授業は日本人講師がReading,Writingを、ネイティブ講師がSpeaking，Listeningを教えます。単に使え
る英語にとどまらず、まとまった思想を理解し、発信する能力を養います。
Academicな英語を身につける
日本人講師のパートではglobalization,paleontology,agriculture,psychologyなどのテーマを扱った500～700words程
度の文章を熟読し、そこで使われている語彙、表現を徹底的に習熟させて、Outputできるところまで持っていきます。ネイ
ティブ講師のパートではAcademicな場面で討論し、自分の意見を述べることができる力を養成します。くだけた英語ではな
く、英米の教養人が使う英語表現を使いこなせるように訓練します。

現在の英語力を「アカデミック」な
英語力へと昇華する目 標

対 象

講 座 内 容

１８０分×月３回

●中学１年生・２年生
将来、海外大、国内大を目指す中学１・２年生で、帰国子女の方や英検準２級～２級程度を取得している方など、小学校低
学年から英語に触れてきた方が対象です。アカデミックな英語力を４技能バランスよく養成したい方に最適な講座です。

国内・海外のあらゆる進路を実現する、
最高峰の英語力を養成目 標

対 象

講 座 内 容

１８０分×月３回

●中学１年生
将来、全米 Top School、東大をはじめとする国内最難関大を目指す中学１年生で、これから英語を本格的に学習する
方を対象とします。「東大にとどまらない可能性の素地をつくりたい」グローバル世代・中１生のための講座です。

日本人講師（90分）とネイティブ講師（90分）による丁寧な指導
日本人講師が中学英語で求められる文法を解説し、国内最難関大の合格に必要な英語力はもちろん、将来、海外大
学に進学した後のレポート作成やプレゼンテーションなどでも通用する正確な英語の基礎を身につけていきます。さら
にネイティブ講師が演習を通じて、学んだ知識を実際に使えるように指導を行います。英語を楽しみながら「読む・書
く・聞く・話す」の４技能をバランスよく磨きます。
柔軟な中学生のうちに英語脳を養う
コミュニケーションを行うレベルで英語を使えるようになるためには、文法・単語を理解することと、そのアウトプットに
よって実践をしていくこととのバランスが重要です。この講座では、文法・単語を、問題を解くための知識としてだけで
はなく、Speakingなどのアウトプットを通じて使い切っていくことで、イメージを瞬間的に英語に変換する力を磨きなが
ら、英語で理解し英語で表現する力を養います。

国内・海外のあらゆる進路を実現する、
最高峰の英語力を養成目 標

対 象

講 座 内 容

１８０分×月３回

●中学２年生
将来、全米Top School、東大をはじめとする国内最難関大を目指す中学２年生を対象とします。
「東大にとどまらない可能性の素地をつくりたい」グローバル世代・中２生のための講座です。

４技能（読む・書く・聞く・話す）をバランスよく磨く
国内最難関大の入試を見据えた英語力はもちろん、将来、海外大学に進学した後のレポート作成やプレゼンテーショ
ンにも通用する英語の習得を目指し、日本人講師（９０分）とネイティブ講師（９０分）による丁寧な指導を行います。英
語を楽しみながら「読む・書く・聞く・話す」の４技能をバランスよく磨きます。
圧倒的な語彙力をつけ、Academic Englishに対応
英語の能力を総合的に上げるためには、「語彙力の増強」が必須事項となります。年間3000語に及ぶ単語を何度も
目を通すことで、強靭な語彙力を養成します。また大学で教育を受けるための読解力と、コミュニケーション能力を高
めるための「Academic English」を学ぶことで、自身の意見を明確に表現し、英文を正しく理解する能力を定着させ
ます。
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「海外トップ大出願サポート」とは、希望の進路実現に
向けて志望大選択から出願までオンラインでトータル
サポートする出願指導サービスです。

受講生の興味関心や価値観など
を深く見つめる自己分析を通し
て、将来の夢や学びたい学問を
明確化し、その目的から逆算した
志望大選択を支援。

受講生の英語力・成績・課外活
動歴などを総合的に把握。個別の
状況をふまえた上で志望大出願
に必要な準備を、時期別に戦略
的に計画し、実行をサポート。

海外大入試に精通したネイティブ
講師と進路カウンセラーによる出願
書類への細やかなアドバイスと進
捗確認により、合格に近づく出願
準備（奨学金対策含む）を支援。海外・国内大学出願サービス

※1　SAT®スコアが必要な大学を目指す場合は、SAT1400 点以上が目安

サービス概要

志望大：米国難関大
英語力：TOEFL iBT® Test 95点以上目安 ※1
その他：オンラインで受講可能な方
※定員あり（志望大、英語力、課外活動歴、成績等をふまえ受講可否を
　判断させていただきます）

受
講
対
象
者

出   

願

志望大選択 受験戦略 出願準備

③自己表現力育成

④エッセイ作成・添削
②海外大情報提供・
課外活動アドバイス

①進路カウンセリング

⑤面接対策

各プロセスですること

①進路カウンセリング
●受講生の興味関心や希望に基づき、具体的な志望大選択を支援
●志望大の絞り込みや、それに合わせた個別の受験戦略の立案
●面接準備や推薦状の作成依頼について、個別アドバイス

②海外大情報提供・課外活動アドバイス
●海外大進学についての基礎情報を提供
●課外活動を含め、出願に向けた戦略的なスケジュール作成を指導

③自己表現力育成
●受講生の価値観や長所など、自己理解を深めるための自己分析力トレーニング
●願書（Common Applicationや推薦状など）作成のための情報収集
●出願書類全体で自己を最大限に表現するための戦略立案を支援

④エッセイ作成・添削
●Personal Essay や Supplement Essayなどエッセイの作成ポイ
ントを伝授

●海外大出願エッセイに精通したネイティブ講師によるエッセイ
添削

⑤面接対策
●各大学および奨学金の面接における想定問答作成および
面接練習

海外トップ大
出願サポート海外大進学

※その他、海外大や奨学金団体に提出する各種エッセイ
を個別に添削する「海外大出願エッセイ添削サービス」
もございます。詳細はお問い合わせくださいませ。
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「海外トップ大出願サポート」とは、希望の進路実現に
向けて志望大選択から出願までオンラインでトータル
サポートする出願指導サービスです。

受講生の興味関心や価値観など
を深く見つめる自己分析を通し
て、将来の夢や学びたい学問を
明確化し、その目的から逆算した
志望大選択を支援。

受講生の英語力・成績・課外活
動歴などを総合的に把握。個別の
状況をふまえた上で志望大出願
に必要な準備を、時期別に戦略
的に計画し、実行をサポート。

海外大入試に精通したネイティブ
講師と進路カウンセラーによる出願
書類への細やかなアドバイスと進
捗確認により、合格に近づく出願
準備（奨学金対策含む）を支援。海外・国内大学出願サービス

※1　SAT®スコアが必要な大学を目指す場合は、SAT1400 点以上が目安

サービス概要

志望大：米国難関大
英語力：TOEFL iBT® Test 95点以上目安 ※1
その他：オンラインで受講可能な方
※定員あり（志望大、英語力、課外活動歴、成績等をふまえ受講可否を
　判断させていただきます）

受
講
対
象
者

出   

願

志望大選択 受験戦略 出願準備

③自己表現力育成

④エッセイ作成・添削
②海外大情報提供・
課外活動アドバイス

①進路カウンセリング

⑤面接対策

各プロセスですること

①進路カウンセリング
●受講生の興味関心や希望に基づき、具体的な志望大選択を支援
●志望大の絞り込みや、それに合わせた個別の受験戦略の立案
●面接準備や推薦状の作成依頼について、個別アドバイス

②海外大情報提供・課外活動アドバイス
●海外大進学についての基礎情報を提供
●課外活動を含め、出願に向けた戦略的なスケジュール作成を指導

③自己表現力育成
●受講生の価値観や長所など、自己理解を深めるための自己分析力トレーニング
●願書（Common Applicationや推薦状など）作成のための情報収集
●出願書類全体で自己を最大限に表現するための戦略立案を支援

④エッセイ作成・添削
●Personal Essay や Supplement Essayなどエッセイの作成ポイ
ントを伝授

●海外大出願エッセイに精通したネイティブ講師によるエッセイ
添削

⑤面接対策
●各大学および奨学金の面接における想定問答作成および
面接練習

海外トップ大
出願サポート海外大進学

※その他、海外大や奨学金団体に提出する各種エッセイ
を個別に添削する「海外大出願エッセイ添削サービス」
もございます。詳細はお問い合わせくださいませ。

「国内総合型選抜対策プログラム」は、一般選抜とは異なる多面的・総合的評価の入試に対応したオンライン専門講座です。
首都圏で大好評の指導を提供する“お茶の水ゼミナール”監修のもと、オンライン講座を開講。
これまでのノウハウと指導力により、効率的・効果的に、力が積み上げられます。

海外大学と国内大学を併願する場合には、総合型選抜を利用する生徒が多数を占めます。理由は、一般選抜と比較して、志望理由書の作成や英語外部検定試験
の積極活用など、海外大学の入試準備が活かせる点が大きいためです。高 3 春から準備をすれば、秋までには総合型選抜で国内大学から合格をもらい、その後
は 1月上旬に出願期限を迎える海外大学の出願準備に集中することが可能になります。

難関大学※の総合型選抜（AO入試）もしくは推薦入試（公募推薦・自己推薦等）で合格
を目指す高校 3 年生

総合型選抜に必要な自己アピール力、多くの大学の総合型選抜でも大きなウエイトを占
める小論文に必要な読解力・ 論理的構成力・表現力をつけ、志望校別対策前の基礎
を固める。また、様 な々題材・過去問を使った実戦練習を繰り返します。

基礎対策講座
高３／４月～

直前対策講座
高3／ 7月～

二次試験対策講座

※慶應義塾、早稲田、上智、ICU、AIU、明治、立教、青山学院、法政など
対象者

内容

情報を整理し順序立てて考える力／筋道立てて物事を
説明する力

文章を読み、その論点や主旨、筆者の主張を正確に読み
取る力

文章を正確に読解した上で、その論旨を自分の言葉や理
解を踏まえながら簡潔に表現する力

問題文や課題文の主旨を踏まえた上で、論理的で説得力
のある自分の考えを表現する力

これまでの活動や、大学で学びたいこと、将来の夢など
を具体的に述べながら、自分がいかに大学の理想とする
学生像に近く、魅力的な人物かをアピールする力

論理的思考力

読解力

要約力

論述力

自己分析・
自己アピール力

身につく ５つの力

自己分析
大学リサーチ

ロジカルシンキング・
クリティカルシンキング

学校内外の実績
（課外活動など）の

活かし方

小論文・志望理由
のための教養

志望理由書
自己推薦書

面接・
プレゼンテーション

小論文

国内大進学  総合型選抜対策プログラム（AO・推薦入試）

※その他、志望理由書および各大学への事前提出課題を個別に添削する「国内大出願書類添削サービス」もございます。
詳細はお問い合わせくださいませ。
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エッセイ添削サービスは、世界各国および国内大出願で必要となるエッセイ・志望理由書を1通からでも添削
する個別添削サービスです。海外トップ大、国内難関大のエッセイ・志望理由書の添削経験豊富なプロのス
タッフが添削をいたします。

海外・国内大学
エッセイ添削サービス

エッセイ添削サービス海外大・国内大進学

海外大が要求する各エッセイにつき、ネイ
ティブ講師がContents Check（エッセイ
の内容に対するフィードバック）と
Grammar Check（文法、語彙選択、表現
に対する添削）を行います。

共通願書（Common Application）で提出必
須の Personal Essay、各大 学 が 求 める
Supplement Essay、そ し て University of 
California（UC）が求める Personal Insight 
Questions が対象です。

各種財団が提供する奨学金制度へ出願する際に必須のエッセイにつき、奨学金
合格者を輩出し続けてきた日本人カウンセラーが添削をいたします。

添削対象：
● 柳井正財団海外奨学金
● 江副記念リクルート財団学術部門奨学金
● グルー・バンクロフト基金奨学金
● JASSO海外支援制度（学部学位取得型）
● 孫正義育英財団奨学金
● 船井情報科学振興財団奨学金

国内大を総合型選抜（AO・推薦入試）で受験される方向けに、各大学に提出す
る志望理由書・自己推薦書の添削を行います。以下、添削対象の一例です。

日本人スタッフと、1回 1時間程度の個別コンサルティングセッションをオンライン
（ZOOM）にて実施いたします。出願大学選定、エッセイのトピック出し、願書の作
成方法、海外大・国内大の併願スケジュールなど、海外大学および国内大学（総
合型選抜）を受験するのにあたっての戦略や必要書類の相談が可能です。

● 早稲田大学　国際教養学部　AO入学試験
● 慶應義塾大学　法学部 FIT入試
● 慶應義塾大学　SFC　AO入試
● 上智大学　推薦入学試験（公募制）　　など。
その他の大学につきましては、お問い合わせください。共通願書（UCAS）で提出必須の Personal 

Statement が対象です。

University of British Columbia など各大学
へ提出するエッセイが対象です。

海外大　エッセイ添削サービス 海外大進学　奨学金出願エッセイ添削サービス

国内難関大　志望理由書・自己推薦書添削サービス

出願個別コンサルティングサービス

2020



都道府県など行政、自治体、教育委員会、学校への講座提供実績（2021年抜粋）※五十音順

熊本県 様

●学校、オンラインでの英語講座（TOEFL®、SAT®対策など）
●思考力講座
●エッセイ対策講座
●教員研修
●海外トップ大生との交流会

海外大学進学支援

横浜市 様

●学校、オンラインでの英語講座（TOEFL®、SAT® 対策など）
●思考力講座
●エッセイ対策講座
●教員研修
●海外トップ大生との交流会

海外大学進学支援東京都 様

●学校での英語講座（TOEFL®、IELTS™、SAT® 対策など）
●世界のトップ大学情報提供
●エッセイ対策講座
●教員研修
●保護者会
●海外トップ大生との交流会

海外大学進学支援

茨城県 様

●オンライン英語講座（TOEFL®、SAT® 対策、英会話など）
●リーダーシップ講座
●思考力講座
●ディスカッション、ディベート、模擬国連
●海外トップ大生との交流会

次世代グローバルリーダー育成

英語に関する高い意欲や能力を有する中高生を対象に，国際社会
で活躍できる人財を育成する。

目的

海外進学を志望する中高生を学校の垣根を越えて集い、英語力や
エッセイ作成などの海外進学に必要な能力向上を図る場や海外進
学に関する情報提供等の支援を行い、海外進学を促進する。

質の高いサービスと日本唯一のハーバード・イェール大学 12年連続合格実績により、全国の自治体、教育委員会、学校から信頼をいただいています。

目的

海外進学を目指す国際バカロレア生、保護者、教員に進学指導に
特化した情報及び支援を提供し、進路希望を実現する。

目的

高校生を対象に海外進学に必要な英語力の向上、エッセイやディス
カッションの手法の習得を図るほか、異なる文化や価値観を尊重し、
日本や横浜の文化や歴史等について海外に発信する力を養成する。 

目的

エッセイ添削サービスは、世界各国および国内大出願で必要となるエッセイ・志望理由書を1通からでも添削
する個別添削サービスです。海外トップ大、国内難関大のエッセイ・志望理由書の添削経験豊富なプロのス
タッフが添削をいたします。

海外・国内大学
エッセイ添削サービス

エッセイ添削サービス海外大・国内大進学

海外大が要求する各エッセイにつき、ネイ
ティブ講師がContents Check（エッセイ
の内容に対するフィードバック）と
Grammar Check（文法、語彙選択、表現
に対する添削）を行います。

共通願書（Common Application）で提出必
須の Personal Essay、各大 学 が 求 める
Supplement Essay、そ し て University of 
California（UC）が求める Personal Insight 
Questions が対象です。

各種財団が提供する奨学金制度へ出願する際に必須のエッセイにつき、奨学金
合格者を輩出し続けてきた日本人カウンセラーが添削をいたします。

添削対象：
● 柳井正財団海外奨学金
● 江副記念リクルート財団学術部門奨学金
● グルー・バンクロフト基金奨学金
● JASSO海外支援制度（学部学位取得型）
● 孫正義育英財団奨学金
● 船井情報科学振興財団奨学金

国内大を総合型選抜（AO・推薦入試）で受験される方向けに、各大学に提出す
る志望理由書・自己推薦書の添削を行います。以下、添削対象の一例です。

日本人スタッフと、1回 1時間程度の個別コンサルティングセッションをオンライン
（ZOOM）にて実施いたします。出願大学選定、エッセイのトピック出し、願書の作
成方法、海外大・国内大の併願スケジュールなど、海外大学および国内大学（総
合型選抜）を受験するのにあたっての戦略や必要書類の相談が可能です。

● 早稲田大学　国際教養学部　AO入学試験
● 慶應義塾大学　法学部 FIT入試
● 慶應義塾大学　SFC　AO入試
● 上智大学　推薦入学試験（公募制）　　など。
その他の大学につきましては、お問い合わせください。共通願書（UCAS）で提出必須の Personal 

Statement が対象です。

University of British Columbia など各大学
へ提出するエッセイが対象です。

海外大　エッセイ添削サービス 海外大進学　奨学金出願エッセイ添削サービス

国内難関大　志望理由書・自己推薦書添削サービス

出願個別コンサルティングサービス
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Global Learning Center受講の注意点

■光インターネット推奨
　※ケーブルTV回線、ADSL、ポケットWi-fiの方は、
　　一部受講ができない場合がございます。
■パソコンOSが受講に最適なバージョン
  （Windows：Windows 7以上、Mac:OS X（10.4以上）
■Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorerの
　いずれかのウェブブラウザを利用

STEP

１

STEP

2

STEP

3

公式サイトもしくはお電話から「無料体験授業」を
お申し込みください。

受講に必要な資材が届きます。
無料体験授業の詳細をメールまたは
電話にてご案内いたします。

Global Learn ing Cente r

無料体験授業にお申し込みください。

0120-385-149▼
▼
▼

▼

入会申し込み／受講スタート

▼

STEP

4

接続の確認とオンライン操作の
ガイダンスを実施無料体験授業を受講
※STEP２は同日に行います。
※コースによって別日になる場合がございます。

受付時間　10:00~20 :00年末年始除く
www.benesse -g lc .com

STEP

１

STEP

2

STEP

3

公式サイトもしくはお電話から「無料体験授業」を
お申し込みください。

無料体験授業にお申し込みください。

無料体験授業を受講

▼
▼
▼

▼

入会申し込み／受講スタート

英語講座を無料体験してみよう！
一人ひとりの学習者の皆様に納得したクラスを受講し
ていただけるよう無料体験授業をご用意しております。
無料体験授業では、TOEFL®やSAT®対策講座の授業
の雰囲気を体験、現状の英語レベルの確認を行いま
す。進学アドバイザーが受講プランを案内します。

無料体験授業の
お申し込みは今すぐ！

お茶の水ゼミナール

0120-404-424
受付時間　月～土 13:00～20 :00
　　　　　　日　 13:00～19 : 00
www.ochazemi .co. jp/kaigai

お申込みの流れ／無料体験授業受講
オンライン英語講座

Global Learning Centerの
体験はこちら

教室型英語講座（首都圏）
お茶の水ゼミナール

海外大併願コースの体験はこちら

英語講座を無料体験してみよう！
一人ひとりの学習者の皆様に納得したクラスを受講していただ
けるよう無料体験授業をご用意しております。無料体験授業
では、ULFE［アルフィ］Junior／ULFE［アルフィ］、TOEFL®対
策講座の授業の雰囲気を体験、現状の英語レベルの確認を
行います。進学アドバイザーが受講プランを案内します。

無料体験授業の
お申し込みは今すぐ！

STEP

１

STEP

2

STEP

3

公式サイトもしくはお電話から「無料体験授業」を
お申し込みください。

無料体験授業にお申し込みください。

無料体験授業を受講

▼
▼
▼

▼

入会申し込み／受講スタート

アップ教育企画英語館

0798-65-3340
受付時間 月～土（水曜日休館）13:00～19 :30
　　　　    日              13 :00～18:00
ht tps://up - eigokan .com/

教室型英語講座（関西）

アップ教育企画英語館の体験はこちら

快適にご受講いただくため、ご受講される受講生には、
以下の環境を整えていただくことをお願いしています。
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Global Learning Center受講の注意点

■光インターネット推奨
　※ケーブルTV回線、ADSL、ポケットWi-fiの方は、
　　一部受講ができない場合がございます。
■パソコンOSが受講に最適なバージョン
  （Windows：Windows 7以上、Mac:OS X（10.4以上）
■Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorerの
　いずれかのウェブブラウザを利用

STEP

１

STEP

2

STEP

3

公式サイトもしくはお電話から「無料体験授業」を
お申し込みください。

受講に必要な資材が届きます。
無料体験授業の詳細をメールまたは
電話にてご案内いたします。

Global Learn ing Cente r

無料体験授業にお申し込みください。

0120-385-149▼
▼
▼

▼

入会申し込み／受講スタート

▼

STEP

4

接続の確認とオンライン操作の
ガイダンスを実施無料体験授業を受講
※STEP２は同日に行います。
※コースによって別日になる場合がございます。

受付時間　10:00~20 :00年末年始除く
www.benesse -g lc .com

STEP

１

STEP

2

STEP

3

公式サイトもしくはお電話から「無料体験授業」を
お申し込みください。

無料体験授業にお申し込みください。

無料体験授業を受講

▼
▼
▼

▼

入会申し込み／受講スタート

英語講座を無料体験してみよう！
一人ひとりの学習者の皆様に納得したクラスを受講し
ていただけるよう無料体験授業をご用意しております。
無料体験授業では、TOEFL®やSAT®対策講座の授業
の雰囲気を体験、現状の英語レベルの確認を行いま
す。進学アドバイザーが受講プランを案内します。

無料体験授業の
お申し込みは今すぐ！

お茶の水ゼミナール

0120-404-424
受付時間　月～土 13:00～20 :00
　　　　　　日　 13:00～19 : 00
www.ochazemi .co. jp/kaigai

お申込みの流れ／無料体験授業受講
オンライン英語講座

Global Learning Centerの
体験はこちら

教室型英語講座（首都圏）
お茶の水ゼミナール

海外大併願コースの体験はこちら

英語講座を無料体験してみよう！
一人ひとりの学習者の皆様に納得したクラスを受講していただ
けるよう無料体験授業をご用意しております。無料体験授業
では、ULFE［アルフィ］Junior／ULFE［アルフィ］、TOEFL®対
策講座の授業の雰囲気を体験、現状の英語レベルの確認を
行います。進学アドバイザーが受講プランを案内します。

無料体験授業の
お申し込みは今すぐ！

STEP

１

STEP

2

STEP

3

公式サイトもしくはお電話から「無料体験授業」を
お申し込みください。

無料体験授業にお申し込みください。

無料体験授業を受講

▼
▼
▼

▼

入会申し込み／受講スタート

アップ教育企画英語館

0798-65-3340
受付時間 月～土（水曜日休館）13:00～19 :30
　　　　    日              13 :00～18:00
ht tps://up - eigokan .com/

教室型英語講座（関西）

アップ教育企画英語館の体験はこちら

快適にご受講いただくため、ご受講される受講生には、
以下の環境を整えていただくことをお願いしています。

受講費のご案内 ※ご案内の受講費には消費税を含みます。

※解約を希望される場合は、指定期日（毎月20日）までにお手続きいただければ翌期からの退会・休会が可能です。

※直前対策講座は志望大学別にご用意しております。

Global Learning Center　英語講座受講費 月謝
●入会金

Global Learning Center　マンツーマン英語講座

33,000円
●SAT / TOEFL iBT® Test 対策 Class
●Academic Basics Level Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ

30,800円
19,800円

●ネイティブ講師マンツーマン指導 12回　 お問い合わせください。

Global Learning Center　国内大学出願サービス受講費
●国内大学 総合型選抜対策プログラム
　基礎対策講座（4月～7月） 月謝 36,300円

Global Learning Center　海外大学出願サービス受講費
●海外トップ大出願サポート 月謝 38,500円
●各種エッセイ添削サービスおよび
　個別コンサルティングサービス お問い合わせください。

●国内大学 総合型選抜対策プログラム
　直前対策講座（7月～10月）

お問い合わせください。

お茶の水ゼミナール　受講費 月謝
●入会金 33,000円（高校生）22,000円（中学生）
●SAT / TOEFL iBT® Test 対策 Class 33,000円
●Junior Master Class 22,000円（中1生）・24,000円（中2・3生）

Global Learn ing Cente r

0120-385-149

ベネッセ GLC 検　索 お茶ゼミ海外大併願 検　索

受付時間　10:00~20:00年末年始除く
www.benesse-glc.com

Route H

0120-584-880

Route H 検　索

受付時間　13:00～20:00年末年始除く
http://rt-h.jp/　E-mail: routeh@rt-h.jp

アップ教育企画英語館

0798-65-3340

アップ英語館 検　索

受付時間 月～土（水曜日休館）13:00～19:30 日13:00～18:00
https://up-eigokan.com/

受付時間 月～土 13:00~20:00 日13:00～19:00
www.ochazemi.co.jp/kaigai

問い合わせ

お茶の水ゼミナール

0120-404-424

※別途、教材費、学習支援システム費（月額1,200円）がかかります。
※入学金は、兄弟姉妹が同時に在籍している場合は全額免除、過去に在籍していた場合は半額免除いたします。
※受講費は、毎月特定日に講座自動引き落としによりご納入いただきます。
※口座引き落としを希望されない方は入会申込書をご確認ください。詳しくは入会願書ご提出後にお送りする入会申
込書をご確認ください。

※解約を希望される場合は、指定期日までにお手続きいただければ翌期からの解約・退会が可能です。

アップ教育企画英語館　受講料 月謝

●入会金 33,000円（高校生）
22,000円（中学生）

●ULFE［アルフィ］Junior／
　ULFE［アルフィ］

22,000円～

※オプション講座の取得有無により変動
●SAT/TOEFL iBT®Test対策
   Class/IELTS®Test対策Class

33,000円～

※別途指導関連費（月額2,650）がかかります。
※休学、退学などの各種手続きを行う場合は、該当月の前月２０日までに所定の書類を校舎までご提出ください。
※学費等は原則として銀行口座振替により納入していただきます。入学時にお渡しする口座振替依頼書(金融機関に
よって書式が異なります)を専用封筒に入れてご郵送ください。口座振替登録完了までには約2ヵ月を要します。登録
完了までの間は毎月月末に郵送いたします「学費等お振込のご案内」に基づきお振込ください。

※オプション講座の取得有無により変動
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「Route H」グループ※合格実績（2010－2021）抜粋

「世界中から進路を選ぶ」をスタンダードに。

Harvard  28名（12年連続）
Yale  34名（12年連続）
Princeton  24名（9年連続）
Stanford  9名
MIT  7名
Oxford  4名
※「Route H」グループとは、オンライン型TOEFL®/SAT®
対策塾「G l o b a l  L e a r n i n g  C e n t e r 」、教室型
TOEFL®/SAT®対策塾「お茶の水ゼミナール海外大併
願コース」/「アップ英語館海外大併願コース」および海外
トップ大進学塾「Route H」の総称です。

 アメリカ（総合大）
Columbia, Brown, UPENN, Cornell, 
Dartmouth, U Chicago, Northwestern, 
Duke, UCLA, UC Berkeley, UCSD, 
Georgetown, U Michigan, Georgia Tech, 
NYU, Tufts , Caltech ほか

アメリカ（リベラルアーツ・カレッジ）

Williams, Amherst, Swarthmore, 
Wellesley, Pomona, Bowdoin, Carleton, 
Middlebury, Haverford, Grinnell, 
Wesleyan, Mount Holyoke, Minerva ほか

 イギリス

ICL, UCL, KCL, U Edinburgh,
U Manchester ほか

 オーストラリア

U Melbourne, U Queensland, U Sydney, 
The Australian National University ほか

 カナダ

U Toronto, U British Columbia, McGill 
University, York University ほか

TOEFL® and TOEFL®iBT are registered trademarks of Education Testing Service(ETS). This brochure is not endorsed or approved by ETS.
SAT® is a trademarks of the College Entrance Examination Board, which does not endorse this publication.

 シンガポール

Yale NUS, NUS, Nanyang Technological 
University

 その他

NYU Abu Dhabi, Peking University（北京
大）, U Hong Kong, Seoul National 
University, Hong Kong Science and 
Technology ほか

 大学院合格（高校生の飛び級合格  特別対応）

Caltech（カリフォルニア工科大）

 日本

東京大、 京都大、大阪大、東北大、九州大、早稲田大、
慶應大、上智大、国際教養大 ほか

 奨学金

柳井正財団海外奨学金、江副記念財団奨学金（学術
部門）、孫正義育英財団奨学金、グルーバンクロフト
基金奨学金、JASSO海外留学支援制度（学部学位取
得型） 、船井情報科学振興財団奨学金

日本の高校から12年連続でハーバード大・イェール大へ合格者を輩出する日本で唯一の進学塾「Route H」グループが
『出願対策』×『英語テスト対策』で日本の中高生のグローバル進路実現をサポートします。

Route  Book  2022
海外・国内トップ大進学情報誌

※最新情報はRoute Hのサイトでご確認下さい。
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