
講師紹介 Kaoru	

トロント⼤学教育⼤学院教育修⼠課程修了。
⽇本の中学・⾼校教員英語科免許、
カナダ英語教授資格 (TESL Canada) 資格、
カナダ・オンタリオ州⼩中⾼教員免許 (OCT) 保持。
トロントの語学学校で５年間、英語講師として英⽂法、ビジ
ネス英会話、TOEIC対策、通訳翻訳クラスを担当。2016年に
⽇本⼈英語学習者のための語学学校EBLSを⽴ち上げる。
⼤学院での学びと、⾃⾝の英語学習経験や仕事経験を⽣かし、
⽣徒⼀⼈ひとりのニーズに合ったわかりやすく丁寧な指導を
⼼がける。

99 Instituteは、バンクーバー発の⽼舗
TOEIC専⾨校として2002年の創⽴以降、多
くのTOEIC⾼得点者を輩出してきました。
そして、2018年５⽉、待望のトロント校が
オープンしました。⽇本⼈講師による、⽇
本⼈のためのTOEIC専⾨コースとして、多
くの⽅にご納得いただき、結果を出せるプ
ログラムを⽤意してお待ちしております。

ベテラン講師
• 英語指導歴10年、
TOEICと⽇本⼈
の英語の弱点を
知り尽くした熟
練の講師

充実カリキュラム
• スコアアップの
基盤となる、⽂
法・単語を重視。
TOEICの全パー
トを攻略！

オリジナル教材
• TOEICを徹底的
に分析したオリ
ジナル教材。毎
週１回分の模試
で実⼒アップ！

コースについて
クラス開講⽇

⽕曜または⽔曜 9:30AM〜12:30PM
(週１集中, 12週完結コース)

教室 (EBLS内)
326 ½ Bloor Street West, Unit 3

授業料 (⽉額・税込)
$361.60 /⽉額・４回

（登録料 $100/⼊学時, 教材費 $30/⽉額)

定員⽣徒数
最⼤８名までの少⼈数クラス

⼊学⽇
毎⽉第１⽕曜⽇・⽔曜⽇

カリキュラム
✔単語・語い表現
TOEICテスト（リスニングとリーティン
グ全般）によく出される単語を、１週間
に100語のペースで学ぶ。

✔リスニング
聞き取りづらい発⾳、⾳の変化（リエゾ
ン）、国別のアクセントの特徴など、
TOEICリスニングに必要な知識を学ぶ。
記憶⼒トレーニングやシャドウイングを
通じて、リスニング⼒アップを図るとと
もに、TOEIC Part 1 - Part 4のコツを伝授。
問題に確実に解答する実⼒をつける。

✔英文法
中学・⾼校で学んだ英⽂法をもとに、リ
スニングとリーティング全般の英語を理
解するための基礎⽂法⼒強化を図る。基
礎⽂法の講義と実践問題演習を通して、
TOEIC Part 5 - Part 6の問題に対して正確
に答えるための実⼒をつける。

✔長文読解
Eメール、広告、記事などの頻出のジャン
ルを中⼼に、⻑⽂問題を解く⼒を⾝につ
ける。頻出の問題形式を理解するととも
に攻略法を⾝につけ、TOEIC Part 7の問
題に迅速に答えを導き出す⼒をつける。

時間 レッスン内容

１時間目 9:30	AM	– 9:55	AM
（25	min）

TOEIC単語テスト
ボキャブラリー強化訓練

Break	(5	min)

２時間目 10:00	AM	– 10:45	AM
（45	min）

TOEICリスニング (Part	1	- 4)	
パート別 問題演習

Break	(10	min)

３時間目 10:55	AM	– 11:40	AM
（45	min）

TOEIC⽂法 (Part	5	- 6)	
⽂法項⽬別 問題演習

Break	(5	min)

４時間目 11:45	AM	– 12:30	PM
（45	min）

TOEICリーディング (Part	7)
ジャンル別 問題演習

放課後 12:30	PM	– 1:00 PM
（30 min） 質問タイム＆学習相談
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Period	1 (25	min)
9:30	AM	– 9:55	AM
ボキャブラリー

Period	2	 (45	min)
10:00	AM	– 10:45	AM
リスニング (Part 1-4)

Period	3	 (45	min)
10:55	AM	– 11:40	AM
文法 (Part	5-6)

Period	4	 (45	min)
11:45	AM	– 12:30	PM
リーディング (Part	7)

Week	1 単語リスト
（Week	1:	1	- 100）

Part	1（⼈物の描写①）
Part	3（社会と⽣活①）

⽂法別演習
（品詞系１：動詞・名詞）

ジャンル別演習
（お知らせ・広告①）

Week	2 単語リスト
（Week	2:	101	- 200）

Part	2（Warm	up）
Part	4（電話メッセージ①）

⽂法別演習
（品詞系２：形容詞・⽐較）

ジャンル別演習
（⼿紙①）

Week	3 単語リスト
（Week	3:	201	- 300）

Part	1（⼈物の描写②）
Part	3（社会と⽣活②）

⽂法別演習
（品詞系３：副詞）

ジャンル別演習
（複数の⽂書①）

Week	4 単語リスト
（Week	4:	301	- 400）

Part	2（WH疑問⽂）
Part	4（電話メッセージ②）

⽂法別演習
（動詞の形１：SV⼀致、SVOC）

ジャンル別演習
（Eメール①）

Week	5 単語リスト
（Week	5:	401	- 500）

Part	1（物の描写①）
Part	3（職場とビジネス①）

⽂法別演習
（動詞の形２：時制&完了形）

ジャンル別演習
（新聞記事①）

Week	6 単語リスト
（Week	6:	501	- 600）

Part	2（Yes／No疑問&選択疑問⽂）
Part	4（アナウンス①）

⽂法別演習
（動詞の３：受動態）

ジャンル別演習
（複数の⽂書 ②）

Week	7 単語リスト
（Week	7:	601	- 700）

Part	1（物の描写②）
Part	3（職場とビジネス②）

⽂法別演習
（代名詞その他）

ジャンル別演習
（お知らせ・広告②）

Week	8 単語リスト
（Week	8:	701	- 800）

Part	2（依頼・許可・提案・勧誘）
Part	4（アナウンス②）

⽂法別演習
（接続系１：接続詞・前置詞）

ジャンル別演習
（⼿紙②）

Week	9 単語リスト
（Week	9:	801	- 900）

Part	1（⼈物の状況①）
Part	3（⼈事と研修①）

⽂法別演習
（接続系２：関係詞）

ジャンル別演習
（複数の⽂書③）

Week	10 単語リスト
（Week	10:	901	- 1000）

Part	2（付加疑問⽂・否定疑問⽂）
Part	4（宣伝とトーク①）

⽂法別演習
（準動詞１：不定詞＆動名詞）

ジャンル別演習
（Eメール②）

Week	11 単語リスト
（Week	11:	1001	- 1100）

Part	1（⼈物の状況②）
Part	3（⼈事と研修②）

⽂法別演習
（準動詞２：分詞＆分詞構⽂）

ジャンル別演習
（新聞記事②）

Week	12 単語リスト
（Week	12:	1101	- 1200）

Part	2（肯定⽂・否定⽂）
Part	4（宣伝とトーク②）

⽂法別演習
（準動詞３：使役＆仮定法）

ジャンル別演習
（複数の⽂書④）

充実カリキュラム（12週間レッスン・シラバス）

ü 全てのパートを徹底攻略
ü TOEIC	重要単語1200語を12週間でマスター！
ü 攻略法を徹底分析！リスニングパート別対策
ü ⽂法別にストラテジーを磨くPart	5	&	6	対策レッスン
ü 頻出のテーマ・ジャンルに焦点をあてたリーディング教材
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