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TOEIC®テスト講座案内 
（新形式対応） 

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS. 

3ヶ月の講座で平均150点アップを達成しています。 

・トヨタ自動車株式会社   ・JFE商事株式会社   ・オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 

・株式会社JTBコーポレートセールス   ・横河電機株式会社   ・ＳＣＳＫ株式会社   ・茨城キリスト教大学 

・東京海洋大学     ・中央大学         ・武蔵野大学       ・松蔭大学          ・亜細亜大学 

・千葉商科大学     ・IBU四天王寺大学   ・名古屋学院大学    ・淑徳大学          ・東京都立桜修館中等教育学校       

など 

導入実績 企業・大学・高校 

島田風有香さん  宿題を習慣化して目標達成！ 

2年前にベストスコアを出して以来、独学で700点突破を目指していましたがどうしても壁を越えられず苦労していました。

その時OKCの730点突破コースを知り、受講を決心しました。授業はとてもわかりやすく、少人数で参加型なので、緊張感

もあり、いつのまにか集中力もついていました。私が期間中必ずやっていたことは宿題を必ずこなすことと、電車の中でのリ

スニングです。結果、目標を達成できただけでなくベストスコアより150点も伸び、大きな達成感を得ることができました。

この調子でこれからの就職活動も頑張りたいと思います。 

 

 

645点 ⇒ 795点 150点UP 

体験談・成果 

竹内文浩さん  実践的で期待を超える内容でした！ 

OKCに申し込む前に各種スクールの説明会に参加し、OKCがダントツであると思いましたが、期待以上でした。講師の実戦

形式で戦略的なご指導といい、遥かに期待を超える内容でした。クラスメートの皆様も非常に真面目で意識の高い方ばかりで

、触発、啓発されました。お陰様で講座半ばに目標を達成いたしました。予想をはるかに超える８８０点でした。今後もお世

話になる機会がありましたら、ぜひよろしくお願い致します。 

 

795点 ⇒ 880点  85点UP 

大槻美菜さん  はじめてのTOEIC 

英語は苦手で外国人の友人との会話も「Yes!、OK!、Thank you!」と単語とボディランゲージでしのぐレベルです。いつか海
外の大学に行ってみたいという思いがあり、TOEICを受けてみようと500点コースに3ヶ月間通いました。TOEICを全く知ら
ない状態からのスタートでしたが、頻出単語や頻出表現に繰り返し触れTOEIC独特の試験スタイルに慣れたりすることで、短
期間で必要十分な対策ができました。毎週出される宿題の量が多く大変でしたが、そのおかげでスクール以外の日も効率的に
勉強ができました。今回は妊娠9ヶ月という体調や集中力が万全とは言えないタイミングでの受験だったので、どこまで点数が
とれるか不安でしたが、傾向把握と対策ができたおかげで落ち着いて取り組むことができ目標達成できました。出産直後に通
知が届いて嬉しかったです。 

 

545点  TOEIC初体験 

小島堅太郎さん  まずは無料体験から参加しました 

独学でのスコアアップに限界を感じていた時にOKCの730点突破コースを知りました。さっそく無料体験教室に出かけ、少人

数制、TOEIC得点アップに的を絞った内容、授業の雰囲気が私に合っていると感じ、受講することにしました。授業では頻出

問題、間違えやすいポイント、受験テクニック、等々、独学ではなかなか気づけない部分を学ぶことができました。また少人

数制のため、疑問点をすぐその場で確認できるので、気持ちよく安心して授業を受けることができました。結果は、自身でも

考えていなかった800点オーバーで、大変満足しています。 

 

690点 ⇒ 835点  145点UP 

Nさん（500点コース受講） 

320点 ⇒ 520点 

200点UP 
英語は苦手でしたが、文法が分かるようにな
り、少し自信がつきました。 

Kさん（500点コース受講） 

420点 ⇒ 610点 

190点UP 
受講生参加型のクラスだったため、毎回2時
間があっという間でした。 

Kさん（500点コース受講） 

535点 

TOEIC初体験 
お陰様で450点のバーを大幅にクリアし、6
月から無事社内で昇給する事が出来ました。 

OKC 株式会社 

東京オフィス Tel: 03-3340-5300 

〒163-0639 東京都新宿区西新宿１-25-１ 新宿センタービル39階 

大阪オフィスTel: 06-6341-8248 

〒530-0001 大阪市北区梅田1-1 大阪駅前第3ビル30階 

営業日：月曜日～金曜日10時から18時、第2・第4土曜日11時 

        http://www.koryu.co.jp              info@koryu.co.jp 

mailto:info@koryu.co.jp


田中 ゆり 

TOEIC 

980点 
英検1級 

大学卒業後 英語関係の仕事に従

事。TOEIC指導講師や学習塾に

て個別指導の英語講師などを経験

！現在TOEIC講師として活躍！ 

間宮 浩之 

TOEIC 

960点 
  

早稲田大学卒 学生時代に行った

英語劇で鍛えた英語力＆発音で現

在大学や企業講座で活躍中！生徒

のレベルに合わせたきめ細かな指

導に定評あり！ 

オンラインでの事前学習や 

音声ダウンロード、質疑応答、 

アドバイスなど、自宅学習を 

しっかりサポート！  

TOEIC必須の受験 

テクニックを各パートごとに 

分かりやすく伝授！練習問題の 

解答解説、解法をしっかりアドバイス 

音声トレーニングで 

英語耳・英語脳を構築し、 

実践的な英語力を身につける！ 

自らも学習者としての経験を持つ 

日本人講師が英語の学習法を 

効率的に分かりやすく伝授！ 

英語耳・英語脳を

構築 

（正攻法） 

テクニックを 

伝授 

（戦略）  

オンライン 

サポート 

TOEIC 

950点以上の 

講師陣 

講座の特徴 
昨今、企業のグローバル化が加速する中で、一部上場企業の約900社が採用や昇格条件にTOEICを導入しています。 

その為、大学でもTOEICの受験義務付けや単位認定が進められています。 

OKCのTOEIC講座は、3ヶ月の短期間でTOEIC100～200点以上アップを目指すと同時に、TOEIC学習を通して、日常

またはビジネスの場において活用できる実践的な英語力の習得を目的としたプログラムです。 

コース案内 
まずは土台作りから！ 

500点コースでは目標点突破に必須の問題タイプに絞って学習を進めていきま

す。基礎英文法に自信がない方もオンラインサポートにて英文法を繰り返し学

習する事が出来ます。 

テスト初心者の方、英語に自信のない方はまず500点コースをお勧めします。 

コース 受講者レベル目安 

９００点コース ７３０点以上 

７３０点コース ５００点以上 

５００点コース 特になし 

講座の種類 

・定員： 1クラス ８名（900点コースのみ6名）・3ヶ月コース（計24時間）  

・対象取得コース：500点・730点・900点 コース  ※500点講座は6ヶ月コース 

・クラス ：毎週-1回2時間（平日・土曜日）/ 隔週-1回4時間（土曜日のみ）   

・専任講師を派遣し、ご希望のコース・人数で講座を実施します。 

・研修ご担当者様とご相談の上、講座内容をカスタマイズ致します。 

・専任講師を派遣し、ご希望のコース・人数で講座を実施します。 

・ご相談の上、講座内容をカスタマイズ致します。 

・単位認定可能な講座のご提案も致します。 

企業派遣 

講座 

OKC 
オフィス講座 

(東京・大阪) 

高校・大学 

派遣講座 

正攻法と戦略について 

戦略 正攻法 
スコア 
アップ 

  
レッスン構成 

問題タイプ別に解法を学んだり、最近の傾向を分析し頻

出問題を中心に学習するなどの試験対策は、自分の実力

を100％出し切るために不可欠ですが、このような試験

対策だけでは実力以上の点数は取得できません。 

目標点に到達するためには目標点レベルの英語力を習得 

●前半● 練習問題を解いた後、解答解説、問題タイプ別に解法をアドバイス 

●後半● 頻出問題や重要表現を含む問題を使用し、音声トレーニング 

ここがポイント！ 
音声トレーニングを集中的に行う事で、スコアアップは勿論、TOEIC学習を通して得

た知識を日常やビジネスの場で活用できるようになります。 

その他、全国約40人の講師が皆様のスコアアップをしっかりサポート！ 

戦略 正攻法 
スコア 
アップ 

することが絶対条件になります。逆もまたしかりで、いくら目標点レベルの英語力を保有していても、試験対策をし

っかり行っていないと、本番で実力を出し切ることが出来ません。その観点から、OKCの講座レッスンは２部構成と

なります。 

講師陣 （全員がTOEIC®950点以上保持者です。） 

※派遣講座が可能な都市に関してはお問合せ下さい。 

小林久美子 

TOEIC 

970点 
英検1級  

西南学院大学卒 大学卒業後、国

際会議逐次通訳や進学指導塾、語

学学校にてTOEIC講師の経験を

積み、現在企業・学校の専任講師

として活躍中！ 

鈴木 顕 

TOEIC 

990点 
 

早稲田大学卒。 英語講師として

10年以上の経験を持ち、TOEIC®

テストを独自に研究。現在

TOEIC®専任講師として活躍中！ 

佐藤友美 

TOEIC 

990点 
英検1級 

上智大学卒 約10年私立の中学・

高校にて英語講師として指導、米

国コロラドカレッジにて日本語教

師として勤務。現在はTOEIC専

任講師として企業・大学で活躍！ 

小平 准也 

TOEIC 

990点 
英検1級 

米国の高校卒業後、獨協大学外国

語学部英語学科卒 翻訳や大学入

試センターにて英語講師、米国で

の新会社設立メンバーを経て、現

在TOEIC専任講師として活躍中！ 

中西恵人 

TOEIC 

990点 
英検1級 

埼玉大学教育学部英語専修卒、テ

ンプル大学大学院修了、市立中学

校にて非常勤英語講師、高校・企

業にてTOEIC専任講師として活

躍 

柴口 清 

TOEIC 

990点 
英検1級 

東京電機大学卒 商社等でシステ

ムの開発、保守、運用に従事 

公開テストを毎回受験し傾向を把

握。現在TOEIC900点コース専任

講師として活躍 

伊藤 泉  

TOEIC980点 

 

獨協大学卒 日系航空会社の国際

客室乗務員、その後語学学校講師

として勤務。現在TOEIC事業部の

主任として講座管理・運営に従事 

語学の習得に近道はありませんが

、最短ルートはあります。短期集

中でも目標達成を目指してがんば

りましょう！ 

楽しく英語を 

学習しましょう！ 

小野 友一 

TOEIC970点 

英検1級 

京都大学卒 米国オクラホマ州立

大学院修了  

富士通等に勤務後、 翻訳・通訳

業に従事、現在はTOEIC専任講師

として活躍 

「私の長年の英語との付き合いか

ら得た経験と知識を皆さんに分か

りやすくお伝えします！」 

英語と仲良く 

付き合いましょう！ 

高木 恒司 

TOEIC990点 

 

ニュージーランドIPC大卒 ニュ

ージーランドの旅行会社に勤務後

、高校・大学・企業（ソニー、オ

リンパスなど）にてTOEIC主任講

師として活躍 

「英語はスポーツと一緒です！音

声トレーニングでスコアUPはも

ちろん実践的な英語力を習得しま

しょう！」 

英語はスポーツと 

一緒です！ 

福田 弥生  

TOEIC965点 

英検1級 

同支社大学英文学科卒  

私立中・高進学校にて5年の教師

経験を経て、現在TOEIC講師とし

ても活躍 

「しっかり学習に取り組めば結果

はついてきます。そのためのサポ

ートも全力でさせていただきます

！！」 

やれば結果は 

ついてきます！ 
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校にて非常勤英語講師、高校・企

業にてTOEIC専任講師として活

躍 

柴口 清 

TOEIC 

990点 
英検1級 

東京電機大学卒 商社等でシステ

ムの開発、保守、運用に従事 

公開テストを毎回受験し傾向を把

握。現在TOEIC900点コース専任

講師として活躍 

伊藤 泉  

TOEIC980点 

 

獨協大学卒 日系航空会社の国際

客室乗務員、その後語学学校講師

として勤務。現在TOEIC事業部の

主任として講座管理・運営に従事 

語学の習得に近道はありませんが

、最短ルートはあります。短期集

中でも目標達成を目指してがんば

りましょう！ 

楽しく英語を 

学習しましょう！ 

小野 友一 

TOEIC970点 

英検1級 

京都大学卒 米国オクラホマ州立

大学院修了  

富士通等に勤務後、 翻訳・通訳

業に従事、現在はTOEIC専任講師

として活躍 

「私の長年の英語との付き合いか

ら得た経験と知識を皆さんに分か

りやすくお伝えします！」 

英語と仲良く 

付き合いましょう！ 

高木 恒司 

TOEIC990点 

 

ニュージーランドIPC大卒 ニュ

ージーランドの旅行会社に勤務後

、高校・大学・企業（ソニー、オ

リンパスなど）にてTOEIC主任講

師として活躍 

「英語はスポーツと一緒です！音

声トレーニングでスコアUPはも

ちろん実践的な英語力を習得しま

しょう！」 

英語はスポーツと 

一緒です！ 

福田 弥生  

TOEIC965点 

英検1級 

同支社大学英文学科卒  

私立中・高進学校にて5年の教師

経験を経て、現在TOEIC講師とし

ても活躍 

「しっかり学習に取り組めば結果

はついてきます。そのためのサポ

ートも全力でさせていただきます

！！」 

やれば結果は 

ついてきます！ 



OKC株式会社    

TOEIC®テスト講座案内 
（新形式対応） 

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS. 

3ヶ月の講座で平均150点アップを達成しています。 

・トヨタ自動車株式会社   ・JFE商事株式会社   ・オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 

・株式会社JTBコーポレートセールス   ・横河電機株式会社   ・ＳＣＳＫ株式会社   ・茨城キリスト教大学 

・東京海洋大学     ・中央大学         ・武蔵野大学       ・松蔭大学          ・亜細亜大学 

・千葉商科大学     ・IBU四天王寺大学   ・名古屋学院大学    ・淑徳大学          ・東京都立桜修館中等教育学校       

など 

導入実績 企業・大学・高校 

島田風有香さん  宿題を習慣化して目標達成！ 

2年前にベストスコアを出して以来、独学で700点突破を目指していましたがどうしても壁を越えられず苦労していました。

その時OKCの730点突破コースを知り、受講を決心しました。授業はとてもわかりやすく、少人数で参加型なので、緊張感

もあり、いつのまにか集中力もついていました。私が期間中必ずやっていたことは宿題を必ずこなすことと、電車の中でのリ

スニングです。結果、目標を達成できただけでなくベストスコアより150点も伸び、大きな達成感を得ることができました。

この調子でこれからの就職活動も頑張りたいと思います。 

 

 

645点 ⇒ 795点 150点UP 

体験談・成果 

竹内文浩さん  実践的で期待を超える内容でした！ 

OKCに申し込む前に各種スクールの説明会に参加し、OKCがダントツであると思いましたが、期待以上でした。講師の実戦

形式で戦略的なご指導といい、遥かに期待を超える内容でした。クラスメートの皆様も非常に真面目で意識の高い方ばかりで

、触発、啓発されました。お陰様で講座半ばに目標を達成いたしました。予想をはるかに超える８８０点でした。今後もお世

話になる機会がありましたら、ぜひよろしくお願い致します。 

 

795点 ⇒ 880点  85点UP 

大槻美菜さん  はじめてのTOEIC 

英語は苦手で外国人の友人との会話も「Yes!、OK!、Thank you!」と単語とボディランゲージでしのぐレベルです。いつか海
外の大学に行ってみたいという思いがあり、TOEICを受けてみようと500点コースに3ヶ月間通いました。TOEICを全く知ら
ない状態からのスタートでしたが、頻出単語や頻出表現に繰り返し触れTOEIC独特の試験スタイルに慣れたりすることで、短
期間で必要十分な対策ができました。毎週出される宿題の量が多く大変でしたが、そのおかげでスクール以外の日も効率的に
勉強ができました。今回は妊娠9ヶ月という体調や集中力が万全とは言えないタイミングでの受験だったので、どこまで点数が
とれるか不安でしたが、傾向把握と対策ができたおかげで落ち着いて取り組むことができ目標達成できました。出産直後に通
知が届いて嬉しかったです。 

 

545点  TOEIC初体験 

小島堅太郎さん  まずは無料体験から参加しました 

独学でのスコアアップに限界を感じていた時にOKCの730点突破コースを知りました。さっそく無料体験教室に出かけ、少人

数制、TOEIC得点アップに的を絞った内容、授業の雰囲気が私に合っていると感じ、受講することにしました。授業では頻出

問題、間違えやすいポイント、受験テクニック、等々、独学ではなかなか気づけない部分を学ぶことができました。また少人

数制のため、疑問点をすぐその場で確認できるので、気持ちよく安心して授業を受けることができました。結果は、自身でも

考えていなかった800点オーバーで、大変満足しています。 

 

690点 ⇒ 835点  145点UP 

Nさん（500点コース受講） 

320点 ⇒ 520点 

200点UP 
英語は苦手でしたが、文法が分かるようにな
り、少し自信がつきました。 

Kさん（500点コース受講） 

420点 ⇒ 610点 

190点UP 
受講生参加型のクラスだったため、毎回2時
間があっという間でした。 

Kさん（500点コース受講） 

535点 

TOEIC初体験 
お陰様で450点のバーを大幅にクリアし、6
月から無事社内で昇給する事が出来ました。 

OKC 株式会社 

東京オフィス Tel: 03-3340-5300 

〒163-0639 東京都新宿区西新宿１-25-１ 新宿センタービル39階 

大阪オフィスTel: 06-6341-8248 

〒530-0001 大阪市北区梅田1-1 大阪駅前第3ビル30階 

営業日：月曜日～金曜日10時から18時、第2・第4土曜日11時 

        http://www.koryu.co.jp              info@koryu.co.jp 

mailto:info@koryu.co.jp

