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TOEIC
®

の得点アップにつなげます｡

ビジネスで通用する英語力を養成｡

その成果がスコアアップに現れる!

英語でのコミュニケーション能力を測るTOEICは､今やビジネス社会の中で最

も注目されるテストです｡エッセンス イングリッシュ スクールはTOEIC指導の専

門校として､開設以来「日本語を介さず､英語を英語のまま理解する」ことを

モットーに､多くの受講生の得点アップをサポートしてまいりました｡

　TOEICの高得点取得はあくまでもプロセスであって､最終目標ではありませ

ん｡私たちが目指しているのは一貫して､「ビジネスで使える本物の英語力」を

身につけていただくことです｡

「本物の英語力」を身につけるには､努力の方向が正しいかどうかを常に確

認しながら学習を続けることが大切です｡私たちも､その指導方針のもと授業

内容と教材の質を､常に最高のレベルに保つよう努力しています｡

TOEIC指導の「全国最優秀校」である私たちの特長を､このパンフレットを

通じてご理解いただけることを願っています｡

Good English skills are essential for success in international

business.  Since TOEIC focuses on language found in professional

settings, improving your score is a great way to heighten your

business English ability. A high TOEIC score also broadens your

opportunities for career advancement as well as overseas

assignments.

Essence teachers, many of whom have published TOEIC books,

familiarize themselves with the TOEIC by taking the actual test.

Thus, we can help students to maximize the productivity of

study time.

Essence provides students with simulated TOEIC material, which

is created, edited, and translated by the teachers themselves. In

addition, we provide materials from newspaper and radio media,

giving students a well-rounded language education.

Improve your English and your career by enrolling at Essence.

It's the best choice you can make!

｢本物の英語力｣を養い､

東京都立大学法学部卒業｡アメリカで経営学を学

ぶ｡TOEIC®990点・英検1級・GMATの数学分

野でフルマーク｡ 

 当校のTOEIC®得点アッププログラムを開発｡

『TOEIC TEST完全攻略3000語』､『新TOEIC 

TEST文法･語彙問題秒速解答法』(以上語研)､

『TOEIC テスト新･最強トリプル模試｣シリーズ､

『TOEICテストBOX』シリーズ､『TOEICテスト990

点全方位』シリーズ(以上ジャパンタイムズ)など

TOEIC関連の著書･監修書多数｡ 

コロラド大学卒業｡スペイン語を専攻する｡ 

TOEIC®990点･SATとGMATの英語分野でフル

マーク｡ 

 当校オリジナル教材のクオリティー･コントロール最

高責任者｡『TOEIC TEST完全攻略3000語』､

『新TOEICテストよく出る単語3000』(以上語研)､

『TOEICテスト新･最強トリプル模試｣シリーズ､

『TOEICテストBOX』シリーズ､『TOEICテスト990

点全方位』シリーズ(以上ジャパンタイムズ)など

TOEIC関連の著書多数｡ 

Susan Anderton 
エッセンス イングリッシュ スクール副学校長 

中村 紳一郎 
エッセンス イングリッシュ スクール学校長 

1



「本物のTOEICに匹敵する」と多くの出版社で評価の高いTOEIC模擬問題をはじめ､教材はすべて

エッセンスのオリジナルです｡TOEICテストと日本人英語の特徴を熟知した講師陣が緻密な議論を

重ねて作成しています｡「英語を英語のまま理解する」回路が頭の中に自然とつくられていくようにプロ

グラムされているのが特長です。

振替制度 登録曜日の授業に出席できない場合､同じ講座の他の曜日に振替受講ができます｡

TOEIC受験指導の専門校として問われるのは､何よりもまず実績です｡エッセンスは､1993年12月

の創立以来群を抜く実績を積み重ねてまいりました｡1994年9月（第47回）から2018年9月

（第233回）までの公開テストの延べ受験者数は32,201名｡そのうち730点以上が9,518名､

800点以上は5,176名､900点以上は972名に達します。

講師は全員がTOEIC®990点満点を取得｡さらにTOEICを定期的に受験して､最新の出題傾向

を分析し､よりよい教材の開発と教授法に活かしています｡またターム(2ヵ月)ごとに受講生による

evaluation(評価)を実施｡この評価を講師の給与に反映させて､常にベストの授業と教材を提供

しています｡アメリカの大学でも実施されているこの評価システムを採用し､TOEIC指導の「全国最優

秀校」としてカスタマー・サティスファクションに徹底的にこだわると共に､講師・教材・教授法を最高水

準に保っています。

TOEICで高得点をとるには､日本語を介さずに「英語を英語のまま理解する」回路を頭の中につくる

ことが必要です｡そのためエッセンスのリスニングの授業では､ネイティブ講師による「ダイレクトメソッド」を

採用｡英語のみによる解説なので､授業全体がTOEICのリスニングトレーニングになっています｡リー

ディングは日本人講師が担当し「出題者の意図」を見抜く文法･語彙問題対策と必要な情報をす

ばやく読みとるリーディング対策､語彙力の増強などを計る単語テストなど､さまざまなトレーニングを行

います｡

 ※詳細はスクール規約に定めらています｡ 
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【ネイティブ講師担当】

◩ TOEIC模擬問題　演習と解説

◩ News Reading Training

Part 5・6

▶ 【日本人講師担当】

Part 7

▶ 【ネイティブ講師担当】

◩ TOEIC模擬問題 演習と解説

◩ 単語テスト

【ネイティブ講師担当】

◩ TOEIC模擬問題　演習と解説

【日本人講師担当】

◩ TOEIC模擬問題 演習と解説

◩ 単語テスト

【加藤 優 講師担当】

◩ TOEIC模擬問題 演習と解説

土曜日

英文法講座

「英語の本質」に迫る最新傾向を反映した問題演習(Part 5)によ

り､文法の体系的な習得を図ります。

基礎から応用にいたる様々な問題に対して､正確かつスピーディーに

解答できるようになるスキルを身につけます｡

「文法が苦手」という意識が180度変わります｡

授業内容

Listening

Reading

実際のTOEICより難易度の高いオリジナル模擬問題演習に加

え､単語テスト･新聞記事の速読を行うことで､独学では頭打ち

になるスコアアップと「本物」の英語力を養成していきます。

授業はリスニング力養成のため英語の解説を中心とし､ネイティブ

講師によるダイレクトメソッドで行われます｡

リスニング

リーディング

TOEIC700点突破を目指すレギュラーコースで､500点前後の

実力をお持ちの方を対象に本格的なスコアアップを目指すコース

です｡

リスニングの授業はネイティブ講師が英語で授業をするため､しっ

かりと講師の説明を聴きとろうとすること自体が､効果的なリスニン

グのトレーニングになります｡また、リーディングでは日本人講師が

よく出る単語や文法パターンの解説と共に､本番でのタイムマネー

ジメントも教示します｡

900点 

クラブ 

目安   

現在700点前後 
or 

英検準1級～ 

得点アップ 

コース 

目安   

現在500点前後 
or 

英検2級～ 

弱点補強 

クラス 

目安   

500点前後～ 

900点 

2時間 
× 

週2コマ 

2時間 
× 

週2コマ 

120分 
× 

週1コマ 
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土曜クラス

13:50～15:50

受 講 期 間 中 ､

TOEIC公開テストを

割引価格で申込可

能｡

スケジュール確認など

ができる他､ビデオ講

義や音声配信などの

様々なサポート体制

を充実｡

1週完結授業のため

開講後も途中入校

が可能｡ただし最短3

週以上かつターム最

終週までの申込に限

る。

19:15～21:15 19:15～21:15 18:40～20:40

リスニング

同じ講座の他の曜日

へ振替受講が可能

(弱点補強クラス除く)｡

リーディング

TOEIC　弱点補強クラス

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

リスニング リスニング リーディング

11:20~13:20

リーディング 土曜クラス

日曜クラス 平日午前クラス

9:00～11:00 10:00～12:00 10:00～12:00

リーディング

16:20～18:20

平日夜クラス リスニング

※ 奇 数 月に 行わ れる

TOEIC公開テストを

目標に開講されます｡
TOEIC 得点アップコース　(７００点目標)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

日曜クラス
Reading

16:20～18:20

Listening
※ 1ターム=2ヵ月

18:40～20:40
(カレンダーにより各

タームの授業週数が

異なり料金も変わりま

す)

Reading

土曜クラス

9:00～11:00

Listening

11:20～13:20

週間授業スケジュール

TOEIC ９００点クラブ(９００点目標)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

振替OK 

途中入校 

会員 

サイト 

OK 

TOEIC 

割引申込 

※日本語解説 
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アメリカWartburg College卒業。社会心理学専

攻。TOEIC990点。大手英会話学校主任講師を

経て現在は大学、大学院、専門学校、幼稚園、企

業で週に400～500名の生徒を指導している。自

身が英語力習得に苦労した経験から、英語初心者

に寄り添うわかりやすい講義に定評がある。趣味は

旅行、ゴルフ、スポーツ観戦。The Japan Times

AlphaのTOEICコーナーも担当｡

慶応大学英米文学卒業｡東京大学大学院言語

学修士課程修了｡アメリカ留学中に英語教授法

TEFLを取得｡TOEIC990点､TOEIC SWテスト

各200点満点､英検1級､TOEFL(PBT)660点､

ケンブリッジ英検CPE､日本語教育能力検定試験

合格｡主な著書に『新TOEIC®TEST単語特急』

シリーズ(朝日新聞出版)､『TOEIC®TEST長文

読解』シリーズ(Jリサーチ出版)などがある｡大人気ブ

ログ「TOEIC満点&アメリカ移住ブログ」も毎日更新

中｡

単なるTOEICのスコアアップだけではなく、「英文が読める」と実感出来る、しっ

かりと英語力がアップする授業を行います。英語力がついた未来の自分を想

像しながら、目標に向けて一緒に頑張りましょう。

英語力が上がればTOEICの点は上がります｡しかしTOEICの点が上がったか

らといって､英語力が上がるとは限りません｡テクニックだけではなく､自分の英

語力が上がっていく様をエッセンスの授業で実感してください｡

上智大学理工学部卒業｡外資系ITメーカーでの勤

務を経てTOEIC講師に転身｡海外留学経験なしに

TOEIC990点､英検1級を取得｡㈱アルク主催の第

11回TOEIC®テストスコアアップ指導者養成講座

(TTT)にてTOEIC講師としての指導スキルを学ぶ｡

自身の学習経験をベースにした､学習者一人一人

に合ったきめ細やかな指導とサポートが生徒から好

評｡自身も一人の生徒として英語を学び続けること

を常に心がけている｡趣味は旅行､料理､英語の勉

強｡The Japan Times AlphaのTOEICコーナー

も担当｡

(ブラッド･トール)

テキサス大学卒業｡財政学専攻｡TOEIC990点｡

宝石の卸売会社を経営した経験があり､豊富なビ

ジネスバックグラウンドを活かした教材は受講生から

高く評価されている｡情報量の多い流れるような話

し方は､「聴くだけでListeningの訓練になる」と好

評｡

TOEICで高得点を取るためには､質の高い問題に数多く触れることが大事で

す｡私は､学ぶべきポイントが詰まった良質なエッセンスの教材を使って､皆さん

に質の高い授業をお届け致します｡目標を目指して一緒に頑張りましょう！

I try to give interesting lessons which encourage students to

realize that what we study in class is useful for TOEIC as

well as personal communication.

本田　美邦里(ほんだ　みほり) 森田　鉄也(もりた てつや)

青山学院大学英米文学科卒業｡バンクーバー･コ

ミュニティ・カレッジで国際TESOL(英語教授法)ディ

プロマを取得｡TOEIC990点､TOEIC SWテスト各

200点満点｡現在エッセンスの主任講師｡ユーキャン

の「はじめて受けるTOEIC®講座」に､TOEIC対策

の主任担当講師として参加している｡ネイティブ並の

発音を生かした音読等､多彩なティーチングメソッドを

織り込んだ授業は､決して受講生を飽きさせない｡著

書に『新TOEIC®TEST900点特急パート5＆6』

(朝日新聞出版)､『全問正解する新TOEIC®

TEST990点対策』､『よくわかるTOEIC®テスト総

合対策』(語研)がある｡

(ポール･マッコーネル)

ロンドンのグリニッジ大学卒業｡社会学専攻｡

TOEIC990点｡コミュニティカレッジ等で社会学の講

師などを経験したのち来日し､大手の英会話学校

でTOEIC､TOEFL､英検などの講師を務める｡英語

講師歴は18年｡異文化教育に関心が深い｡趣味

は音楽と読書｡熱心な上に人柄が明るく､受講生の

ハートを掴んでいる｡

目標とする英語力をすでに達成しているイメージを授業の中で掴み､｢英語の

勉強が楽しくてわくわくする｣という感覚を皆さんに身につけていただくような授業

をしていきます｡

I strive to create a positive, enjoyable learning environment,

and to provide an interesting lesson that gives students an

advantage on TOEIC.

野村　知也(のむら ともや) Brad Towle

加藤　優(かとう まさし) Paul McConnell

先生からの 

一言 

先生からの 

一言 

先生からの 

一言 

先生からの 

一言 

先生からの 

一言 

先生からの 

一言 
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TOEIC受験指導

総数　10名(内ネイティブ講師3名)

ア.

イ.

年末年始･G.W.･お盆(1週間程度) ウ．

各クラス40名 エ．

偶数月初め

3週～48週(コースによって異なる) オ．

講義形式

カ.

キ．

1.

2.

3.

4.

イ. 提供した役務の対価

(既に受講した分の授業料と教材費+入学金+消費税)

ロ. 下記①②のどちらか金額の低い方

① 契約残額(上限5万円)

②

見積書をご覧ください｡

◩事業主体名 株式会社　エッセンス

◩所在地 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-21

◩電話番号 0422-21-7616

◩代表者名 中村紳一郎

◩施設名 エッセンス イングリッシュ スクール

◩施設代表者名 中村紳一郎

◩施設所在地 東京都豊島区南池袋1-13-21　藤和ビル3F

◩電話番号 03-3590-5598

◩受付時間 火・木・土・日:13:00～18:00

■表示施行日 2019年1月1日

■費用

(欠席に関して) 自己都合により授業を欠席した場合､受講料の返金は

行いません｡

■支払方法など 受講料は､受講開始前までに納入下さい｡お支払方法

は銀行でのお振込みとなります｡納入方法や納入時期に

よりキャンペーンなどの割引が受けられます｡

当校のオリジナル教材の著作権侵害や授業妨害､その他学校運営の妨害と

みなされる行為は退学処分となります｡

■所持品に関しての注意事項

個々の所持品に関しまして､個人の責任において管理をお願いします｡盗難紛

失等がございましてもエッセンスでは責任を負うことはできません｡➤不可抗力

地震･火災･その他の天変地異などやむを得ない事情による講義の中止､発

送の遅延などにつきましては､エッセンスでは責任を負いかねます｡

■前受保全措置

生徒の方々の受講料は､当スクールの手元流動資金および固定資産の時価総

額によって､安全に保護されております｡

(まだ受講していない分の授業料と教材費+消費税)の20%

➤休学制度

あり(｢900点クラブ｣･｢得点アップコース｣のみ)｡休学を開始してから1年以内

に受講を再開する必要があります｡ただし､2週以下の休学および同ターム内

での復学は認められません｡期間を遡って休学することもできません｡休学届

提出後から休学とみなされます｡

■個人情報の適切な保護と利用に関する取り組み方針

エッセンスでは､｢個人情報の保護に関する法律｣に基づき､個人情報の適切な

保護と利用に関して利用目的を特定し､利用目的の達成に必要な範囲での個

人情報の適正な取得･利用に努めております｡➤禁止事項

ただし3週以上かつターム最終週までのお申込みに限る｡

中

途

解

約

規

定

クーリング･オフ期間経過後においても､将来に向かって中途解約するこ

とができます｡➤特待生･準特待生制度

あり(｢900点クラブ｣･｢得点アップコース｣･｢短期集中講座｣のみ)｡

TOEIC900点以上のスコアの方は､｢特待生｣として授業料50％､860点

以上のスコアの方は､｢準特待生｣として授業料25％の割引が適用｡ただし､

入金前に過去2年以内に取得したスコアシートの提示が必要(受講途中に

上記の点数を取得した場合は適用外)｡尚､この制度と他の割引制度の併

用はできません｡

中途解約は当該契約の解除に関る書面(講座解約届)を提出したと

きに､その効力を生じます｡

契約の解除が授業提供開始前である場合は､当校は中途解約時の

損害賠償として契約総額の20%(上限15,000円)を請求します｡

契約の解除が授業提供開始後である場合は､当校は以下のイとロの

合計額を中途解約時の損害賠償として請求します｡

➤U25･シニア制度

あり(｢900点クラブ｣･｢得点アップコース｣･｢短期集中講座｣のみ)｡U25(25

歳以下)､シニア(60歳以上)の方は､授業料20％の割引が適用｡ただし､入

金前に証明書の提示が必要(受講途中の申告は適用外)｡尚､この制度と

他の割引率の併用はできません｡

■進級制度

ク

ー

リ

ン

グ

.

オ

フ

契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は､書面

の契約の解除を行うことができます｡あり｡ただし､クラス受講料に差額がある場合､差額分をお支払い頂きます｡

尚､受講開始後やむを得ない事情により下のレベルに講座変更する場合は､

差額分の返金は致しません｡
クーリング･オフは､当該契約の解除に関る書面(講座解約届)を提出

したときに､その効力を生じます｡

■休校日 当校は､クーリング･オフに伴う､損害賠償または違約金の支払を請求

しません｡■クラスに関する事項

➤定員 既に受講が開始された時点においても､当校は入学金･授業料および

教材費を請求しません｡➤開講の時期

➤受講期間 当該契約に関連して金銭を受領しているときは､当校は速やかにその

金額を返還します｡➤授業形態

➤振替制度 関連商品(｢指定教材｣参照のこと)の販売を行った場合､当校は速や

かにその金額を返還します｡あり｡予約不要｡ただし､1週間の中で同一内容の授業を２回以上受講(重

複受講)したり､原則的に他講座の授業を受講することはできません｡ 教材の引渡しがされているときは､引取りに要する費用は当校の負担と

します｡➤途中入校 定員未満のクラスのみ可｡

施設サービスの概要 ※表示内容は2019年1月1日付で改定したものであり同日より施行いたします｡予告なく変更されることがありますので予めご了承下さい｡

■クーリング･オフと中途解約

受講の期間が2ヵ月を超え､かつ受講料の総額が5万円を超えるものに関しては

契約書面を発行し､以下のクーリング･オフ､中途解約の規定が適用されます｡■主な内容

■講師の数

概 要 書 面
ご入校の前に本書面の内容を

十分ご確認下さい｡
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エッセンスのロゴマークの由来 

エッセンスのロゴには２つのS字にオシドリが描かれています｡オシドリは夫婦仲の良

いこととしても有名ですが､エッセンスでは左上のSはStudentのSを､右下のSは

SchoolのSを表し､学校が生徒を支えて「本物の英語力を養成する」という共通

の目標に向かって泳ぎ進む様子が描かれています｡ESSENCEの2つのS,その上

のStyle of Success(これは「成功を導く流儀」という意味です)の２つの頭文字

も同様に､SがStudentのSとSchoolのSを表しています｡これらのSには､情熱と

気品を表す赤紫色(エッセンスカラー)が使われています｡ 

〒171-0022 

東京都豊島区南池袋1-13-21 藤和ビル3F 

TEL:(03)3590-5598 

E-mail:support@essence.co.jp 

URL:www.essence.co.jp 

FAX:(03)3590-8067 

※JR池袋駅西武口を出て西武百貨店に沿って右に進んで下さい｡五差路を渡った先のセブン-イレブン手前にあります｡ 

池袋駅西武口より徒歩5分 
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