2018年 Ｆｉｌｉｏ後期 「関学・同志社 英語対策講座」 案内
11/18（日）スタート （80分×６コマ）

時間割
実施日程

時間

担当

11/18㈰、25㈰、12/2㈰

15：00〜16：20 （80分)
16：40〜18：00 （80分)

島村

受講料(全6回分)

¥48,000

講座紹介
「関西学院」「同志社」大学に頻出される問題（英作文・英文法・長文問題・
会話問題・同意語問題）がセットになったスペシャル講座です。
低偏差値からの合格を目指します！
全講座をＤＶＤ録画していますので、途中からの参加でも大丈夫！

☆☆☆
高橋

合格体験談（一部抜粋）

咲衣さん(同志社・商学部合格)

☆☆☆

H・Sくん（関西学院・理工学部合格）
僕は、自分で計画を立てて勉強を進めるのが苦
手だったので、フィリオに通うことで、やるべき
ことを順序良く勉強できたと思います。
対策講座では、学校では教えてもらえない「関
学に受かるポイント」を教えてもらえたので、合
格することができたと思います。

フィリオは、先生が細かく成績を分析
してくれて、自分に足りない所、自分が
得意な所が明確に分かるので、やるべき
ことがハッキリと分かります。
同志社は記述の配点が高いので、島村先
生に、英作文の添削を丁寧にしてもらえ
たことで、点数が取れるようになったと
思います。

■ 申込方法 （申込方法は以下の２通りあります）

受付時間は、月曜を除く14時〜20時

①電話による申込 …06-4305-6375にお電話して頂き、住所・氏名等をお伝え下さい。
②ＦＡＸによる申込 …以下の申込書にご記入の上、06-4305-6376に送信して下さい。送信後、
確認のため06-4305-6375まで、お電話ください。

関学同志社英語 申込書
よみがな

氏名

電話番号

3年

学年

・

卒

学校名

高校

〒
住所

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐3-1-7 モンビル2F http://www.filio.co.jp/

大学受験予備校Filio（フィリオ）

電話 06-4305-6375
Fax

06-4305-6376

2018年 Ｆｉｌｉｏ後期 「関大・立命 英語対策講座」 案内
11/18（日）スタート （80分×６コマ）

時間割
実施日程

時間

11/18㈰、25㈰、12/2㈰

担当

18：20〜19：40（80分）
20：00〜21：20（80分）

島村

受講料(全6回分)

¥48,000

講座紹介
担当の島村先生は長年にわたって、関西大学や立命館大学の『オープンキャンパス』などで
英語対策講座を担当してきました。
日本で最も関西大学・立命館大学の問題を熟知する島村先生が、入試に頻出される問題
（長文問題/文法/会話/文整序 など）を徹底講義します。
学校では教えてもらえない島村先生独自の方法論を伝授してもらい“関大英語”“立命英語”
を克服しよう！全講座をＤＶＤ録画していますので、途中からの参加でも大丈夫！

☆☆☆
宮生

合格体験談（一部抜粋）

達矢君（関大：政策創造 合格）

片岡

☆☆☆

良介君（立命：政策科学/経済 合格）
僕は英語が苦手科目だったのですが、フィリオ
で志望校の傾向に合わせた対策をしてもらったの
で、それを何度も何度も過去問などで試しまし
た。そうすると、自分でも気づかないうちに英語
が読めるようになっていたので、びっくりしまし
た。フィリオで志望校対策講座を受けて、過去問
で何度も練習したことで、本番でも同じペースで
読み解くことができました。

僕が合格できたのは、予備校選びをし
ていた時に、迷わずフィリオを選べたこ
とが大きいと思います。
フィリオの良い所は、一番にどの教科
の先生も良かった所です。関大に合格す
るためにやるべきことを指導してくれる
ので、効率よく勉強することができまし
た。

■ 申込方法 （申込方法は以下の２通りあります）

受付時間は、月曜を除く14時〜20時

①電話による申込 …06-4305-6375にお電話して頂き、住所・氏名等をお伝え下さい。
②ＦＡＸによる申込 …以下の申込書にご記入の上、06-4305-6376に送信して下さい。送信後、
確認のため06-4305-6375まで、お電話ください。

関大・立命英語 申込書
よみがな

氏名

電話番号

3年

学年

・

卒

学校名

高校

〒
住所

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐3-1-7 モンビル2F

大学受験予備校Filio（フィリオ）

HP

http://www.filio.co.jp/

電話

06-4305-6375

Fax

06-4305-6376

月曜は
閉館日

2018年Ｆｉｌｉｏ 「京産大英語 公募推薦対策講座」 案内
10/7（日）スタート （80分×全６コマ）

時間割
実施日程

時間

担当

10/7㈰、21㈰、＊11/4㈰

15：00〜16：20（80分）
16：40〜18：00（80分）

島村

受講料(全6回分)

¥48,000

＊11/4のみ時間が違いますので注意！ 18:20〜19:40、20:00〜21:20実施。
講座紹介
●「京産」の公募推薦入試で頻出する問題（長文読解・会話問題・文法/語法）
に的を絞った実践的なトレーニングを行う講座です。
特に、英文法・語法の分野は、予想問題でズバリ的中を狙います。
また、この講座は、公募推薦はもちろん、一般入試対策も兼ねています。
●全講座をＤＶＤ録画していますので、途中からの参加でも大丈夫！

☆☆☆

合格体験談（一部抜粋）

Ｏ・Ｋくん（法学部 合格）

☆☆☆

Ｒ・Ｎくん（経済学部 合格）
僕は、京産大のオープンキャンパスで
島村先生の対策講座を受けて、夏から
フィリオに入学しました。フィリオは京
産に合格するための対策講座をしてくだ
さったり、自分に合わせた参考書を薦め
てくれるので、入塾して本当に良かった
です。
（上宮高校出身）

僕は高3の夏まで、全く勉強をしたこと
がなく、模試では英語の偏差値が35でし
たが、フィリオに入ってから、初めて勉
強する習慣がつきました。
島村先生の「単語の意味が分からなく
ても話の流れから推測できる」という長
文の読み方を知って、解くのが楽になり
ました。
（吹田高校出身）

■ 申込方法 （申込方法は以下の２通りあります）

受付時間：月曜を除く14時〜20時

①電話による申込 …06-4305-6375にお電話して頂き、住所・氏名等をお伝え下さい。
②ＦＡＸによる申込 …以下の申込書にご記入の上、06-4305-6376に送信して下さい。送信後、
確認のため06-4305-6375まで、お電話ください。

京産大英語 申込書
よみがな

氏名

電話番号

3年

学年

・

卒

学校名

高校

〒
住所

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐3-1-7 モンビル2F

大学受験予備校Filio（フィリオ）

HP

http://www.filio.co.jp/

電話

06-4305-6375

Fax

06-4305-6376

2018年 Ｆｉｌｉｏ 「京都外大英語 公募推薦対策講座」
10/7（日）スタート （80分×６コマ）

時間割
実施日程

時間

担当

10/7㈰、14㈰、21㈰

18：20〜19：40（80分）
20：00〜21：20（80分）

島村

受講料(全6回分)

¥48,000

講座紹介
「京都外国語大学」の公募推薦入試で頻出する問題
（文法・長文問題・空所補充・誤り訂正問題）
がセットになったスペシャル講座です。低偏差値からの合格を目指します！
また、この講座は、公募推薦はもちろん、一般入試対策も兼ねています。
全講座をＤＶＤ録画していますので、途中からの参加でも大丈夫！

☆☆☆
山下

合格体験談（一部抜粋）

☆☆☆

優佑君（外国語学部 合格）
僕は英文法がそこそこ出来たのです
が、長文が苦手で、島村先生のやり方
を続けていくうちに、「読める」よう
になって、合格することができまし
た。
（奈良育英高校出身）

/

■ 申込方法 （申込方法は以下の２通りあります）

【フィリオ 外大合格者の出身高校】
●

上宮高校

●

大阪女学院高校

●

牧野西高校

●

大商学園高校

など

受付時間は、月曜を除く14時〜20時

①電話による申込 …06-4305-6375にお電話して頂き、住所・氏名等をお伝え下さい。
②ＦＡＸによる申込 …以下の申込書にご記入の上、06-4305-6376に送信して下さい。送信後、
確認のため06-4305-6375まで、お電話ください。

京都外大英語 申込書
よみがな

氏名

電話番号

3年

学年

・

卒

学校名

高校

〒
住所

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐3-1-7 モンビル2F

HP

大学受験予備校Filio（フィリオ）

電話
Fax

http://www.filio.co.jp/

06-4305-6375
06-4305-6376

