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イングリッシュコーチ株式会社とは？

イングリッシュコーチ株式会社はアメリカ政府より認可を受けている英語学校：セントラルパシフィック
カレッジ（通称：CPC）と日本でオンライン英会話プログラムを提供しているスケールアイ株式会社が、
共同で設立し、CPCが英語検定試験対策プログラム（通称：パストレ / Pass Training ）を開発し、また
講師の採用・トレーニングを行い、受講生を最短で英検を合格させるためのオンライン英語プログラム
校です。

オンラインプログラムディレクター
Gonzalo Isidro Bruno (Gonzalo)
PhD. : Doctor of Education 
(Second/Foreign Language 
Education),Indiana University



2. なぜ英語検定試験が必要なのか？



● 英検は日本一有名な〝代表的英語資格〟

● 大学の一般入試、AO入試で「試験を受けずに70〜100点に得点換算される」

● そもそも英検資格がないと「出願すらできない」学部・試験もある

● 私立高校入試で、英検取得者は「他の受験生より頭ひとつリードできる」

● 英検合格に必要な労力は「他の同程度の英語資格」の半分以下

● 英検は「学生が取るべき英語資格」として、もっとも効率的かつ最善

● 英検は〝英語の基礎力〟を鍛えられる「英語資格の登竜門」

● アメリカコミュニティカレッジへの留学時にも「TOEFL等のスコア提出が免除される」

なぜ英語検定試験が必要なのか？



３８９校もの大学が〝英検®を持つ受験者〟に「何らかの優遇措置をしている」

　　　　　　　　　　＜ 2020年度入試で英検 ®を活用している大学の一例 ＞

東京大学 一橋大学 東京工業大学 東京理科大学 横浜国立大学

千葉大学 筑波大学 早稲田大学 学習院大学 明治大学

青山学院大学 立教大学 中央大学 法政大学 日本大学

東洋大学 駒澤大学 専修大学 静岡大学 名古屋工業大学

京都大学 大阪大学 神戸大学 同志社大学 立命館大学

関西学院大学 関西大学 京都産業大学 甲南大学 近畿大学

龍谷大学 広島大学 岡山大学 九州大学 長崎大学

大学の一般入試、公募推薦・ AO入試などにおいて、なんと 389校もの大学が〝英検®を持つ受験者〟に以下のような「何らかの

優遇」をしています。



● 出願資格…英語資格を持っていないとそもそも受験できない

● 得点換算／試験免除…級に応じて、試験を受ける前から得点に換算する

● 加点…内申・書類審査に加点を行なう

● 判定優遇・合否参考…もし同評価の受験生がいた場合は英検を持っている方を優遇する

● その他…奨学金・給付金／費用免除／単位認定など、入試以外での優遇措置も多数

＜大学・高校が行なっている優遇措置＞

大学の一般入試やAO入試で

「試験を受けずに70〜100点に得点換算される」！！



受験者数の推移

2018年度：年間385万人の受験者数

　　　　　
2019年度：年間400万人の受験者数突破！！

　　　　　



英検®をもっているこ

とが、今の受験生の

常識になりつつあ

る！！

受験者数の推移



※英検公式は2016年以降合格率のデータを公表していません、今回紹介する合格率の数字はあくまで過去のデータを基にした予測となります

級別受験者数と合格難易度



英検合格率

英検合格率：
３級までは５０％以上

準２級から合格率はグッと低くなる（約 10%づつ減少）



英検®３級までは合格率５０％前後

ですが、準２級からグッと合格率が

低くなっています。

英検®２級に至っては合格率２５％

前後。英語を勉強していても、約４

人に１人しか合格しません。

英検合格率



英検2級・準2級・3級 に合格するためには何が必要？
どう勉強すればいい？



2. 受験する級に求められる英文法・英単語を身に着けなければいけない。

3. 受験する級の試験問題の傾向（ストラテジー）を分析し、頻出傾向の高い問題から順に

　　反復演習を行わなければならない。（ある程度の量をこなさなければならない＝ HSは必須）

4. 学校の英語授業で圧倒的に不足しているスピーキング力の養成、アウトプット

　　  する訓練が必要。

5. 学校の英語授業で不足しているリスニング力の養成、出題傾向に基づき似たよう

な分野の会話を数多くこなす訓練が必要。

　　

1. 効率的に短期間の対策で合格するために、個々の英語力にあった学習プランの
構築が鍵となる。

英検2級・準2級・3級 に合格するためには何が必要？ どう勉強すればいい？

6. 英文ライティング（エッセイ）力を身につけなければいけない。

　　



1. 効率的に最短で合格するために、個々の英語力にあった学習プラン（ロードマップ）を
コーチが策定し到達度を確認し可視化します。(コーチング)

パストレは、世界中から留学生を受け入れ、様々な英語プログラムを 15年以上提供しきた

アメリカ英語学校セントラルパシフィックカレッジがカリキュラムを構築し、また英検対策用

の日本人講師が従業を担当し、また 日本人カウンセラー（コーチ）が、個々の現在のレベ

ルから目標の級合格のためのロードマップを作成 し、定期的（隔週）に到達度確認を行う。

また、受講生は授業の他にもオンライン自習室で先生に自由に質問することが可能。

では



2. 受験する級に求められる英文法・英単語を重点的に行います。

3. 受験する級の試験問題の傾向を分析し、頻出傾向の高い問題から順に

　　  反復演習を行います。

パストレ では、英検に精通した日本

人講師が授業を担当し、各級の対

策テキストを使用しながら、ポイント

解説、演習、解説を繰り返し行う。ま

た週1回の英作文の宿題・単語テス

トを通して単語力を養成しながらライ

ティング力（英文作成能力）の向上

に力を注ぎます。

はオンラインライブプログラムにて



英検対策パストレ  では週40分のセミプライベート

レッスン（３人）でのスピーキングクラス（日本人講

師）を提供することにより、アウトプットする時間を多

く確保し、目的の級のスピーキング練習を徹底的に

行う。

4. 学校の英語授業で圧倒的に不足しているスピーキング力の養成、アウトプット

　　  する訓練に時間を費やします！（２次試験対策）

オンラインライブプログラム（スピーキングクラス）では



リスニングクラスでは、ストラテジーと呼ばれる出題傾向問題を回

答するのに必要なテクニックを予め伝授・受講生に理解させ、ポイ

ントを絞ってリスニングを聞く訓練を繰り返し行う。

5. 学校の英語授業で不足しているリスニング力の養成、出題傾向に基づき似たよう

な分野の会話を数多くこなします。

　　

6. 英文ライティング（エッセイ）力の身につけなければいけない。

　　

文法の授業では文法と文章構成についても教える。

週に一度宿題でもエッセイが科され 、講師が毎週添削を行うこ

とによって英語によるエッセイを書く力も養成する。

オンラインライブプログラムでは



本講座ではオンラインでの模擬試験を 12週
間に一度、受験し、面接はネイティブ講師が

担当し、本番さながらの練習を行う。

また、回答とスコアから補強ポイントを見つ

け、弱点補強に取り組みます。

5. 実際のテストに近い環境で模擬試験を行うことにより、一回での本試験合格

　　 を目指す。

英検対策オンラインライブプログラムでは



1. コーチング（オプション）とオンライン授業のセットで合格保証

2. スピーキングはセミプライベートレッスン (３人１組)

3. 価格（20分単価はPH系とほぼ同じ）

1レッスン（40分）：¥975/レッスン（３ヶ月受講の場合）

　　*PH系20分で比較：¥512/20分（３ヶ月受講の場合）

4. 模擬テスト（１次・２次テスト含）及び採点

5. 日本人講師（英検の面接官経験者あり）

英検オンラインコーチ　”パストレ” の特徴



英検対策パストレ はオンライン対策授業を受けるだけではなく、個々の現在の英語力をま

ずデータで可視化し、勉強計画（ロードマップ）を専属コーチが構築します。学生はその学習

スケジュールに合わせた勉強し、2週間に一度専属コーチとオンラインミーティングにて到達

度確認を行い、またアドバイスを行います。

　➡　1人ではどうしても勉強が進まない、どう勉強していいのか分からない方に

　　　専属コーチが目標級合格までサポートします。

・コーチ体験で、現在の英語力を測定し可視化します。そのデータに基づき、勉強計画

　（ロードマップを）作成します。➡（無料）

・2週間に一度専属コーチと策定した勉強計画の到達度確認を行う。

（必要があれば修正を行う）

・UI（オンライン生徒管理画面）を使って、勉強計画（ロードマップ）・到達度確認を保護

　者にも共有

・オンライン自習室（毎週各級毎に開催）で講師に質問

・合格保証（目標級また現在の Levelに基づき合格保証される受講期間が設定されています）

コーチング



英検対策パストレではこれまでのノウハウと経験から受講生が下記の3
つの約束事を守りコーチと一緒に真剣に勉強すれば指定期間内に合格

を保証するシステムです。

約束1 : 出席率80%以上（クラスとコーチミーティング）

約束2 : 課題完成率80%以上

約束3 : 毎週単語テスト80点（100点満点中）以上

上記の約束事を守って真剣に取り組んだのにも関わらず不合格になった

場合は、合格するまで無料でオンラインプログラムを継続をさせて頂きま

す。

合格保証制度



合格保証がされる受講期間はコーチング体験時に受けて頂くプレースメン

トテスト（文法、英作文、語彙、読解、スピーキング）のスコアからレベルを

算出し下記の受講週数に基づき合格保証を行います。

合格保証制度

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

３級 36週間 24週間 18週間 12週間

準２級 48週間 40週間 32週間 24週間

2級 48週間 40週間 32週間 24週間

レベル レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

スコア（25点満点） ０点 - 6点 7点 - 12点 13点- 19点 20-25点



講師陣 及び UI: ユーザーインターフェース

講師陣はアメリカ語学学校が再要し、英検対策指導トレーニングを受けた日本人英語講師が務

め、コーチングにも同じく講師が務める。

講師：

UI: ユーザーインターフェース

パストレではオンライン学生専用ページ

にて、ロードマップ・コーチング記録・受講

記録・宿題・模擬テスト等全てを一元管理

することにより、効率的に学習を進めてい

きます。



レッスンスケジュール

*ウィークデイとウィークエンドで授業の振替可能



3. オンラインレッスン受講プラン

1. オンラインレッスン受講 x コーチング（合格保証）プラン

受講プラン

週４コマ（40 x 4）
・文法、リスニング・リーディング、ライティングのグループレッスン
・スピーキングクラスのセミプライベートレッスン (３人１組)

コーチング・オンライン授業＋合格保証がセットになった商品

2. コーチング（合格保証）のみプラン

コーチング＋合格保証がセットになった商品



受講料：コーチング（コーチング：合格保証）+ オンラインレッスン

期間 4週間 8週間 12週間 20週間 24週間 28週間 32週間 36週間 48週間

定価 ¥49,500 ¥99,000 ¥148,500 ¥247,500 ¥297,000 ¥346,500 ¥396,000 ¥445,500 ¥594,000

割引率 20% 30% 30% 40% 40% 40% 50% 50%

販売価格 ¥49,500 ¥79,200 ¥103,950 ¥173,250 ¥178,200 ¥207,900 ¥237,600 ¥222,750 ¥297,000

月額 ¥49,500 ¥39,600 ¥34,650 ¥34,650 ¥29,700 ¥29,700 ¥29,700 ¥24,750 ¥24,750



受講料：コーチング（コーチング：合格保証）のみ（セルフスタディ）

期間 4週間 8週間 12週間 20週間 24週間 28週間 32週間 36週間 48週間

定価 ¥30,000 ¥60,000 ¥90,000 ¥150,000 ¥180,000 ¥210,000 ¥240,000 ¥270,000 ¥360,000

割引率 20% 30% 30% 40% 40% 40% 50% 50%

販売価格 ¥30,000 ¥48,000 ¥63,000 ¥105,000 ¥108,000 ¥126,000 ¥144,000 ¥135,000 ¥180,000

月額 ¥30,000 ¥24,000 ¥21,000 ¥21,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥15,000 ¥15,000



受講料（オンラインレッスン受講のみ）

週４コマ（10.7時間/4週間）

期間 4週間 8週間 12週間 20週間 24週間 28週間 32週間 36週間 48週間

授業数 16 32 48 80 96 112 128 144 192

定価 ¥19,500 ¥39,000 ¥58,500 ¥97,500 ¥117,000 ¥136,500 ¥156,000 ¥175,500 ¥234,000

割引率 10% 20% 30% 40% 40% 40% 50% 50%

販売価格 ¥19,500 ¥35,100 ¥46,800 ¥68,250 ¥70,200 ¥81,900 ¥93,600 ¥87,750 ¥117,000

レッスン単価 ¥1,219 ¥1,097 ¥975 ¥853 ¥731 ¥731 ¥731 ¥609 ¥609

月謝 ¥19,500 ¥17,550 ¥15,600 ¥13,650 ¥11,700 ¥11,700 ¥11,700 ¥9,750 ¥9,750



受講料以外にかかる費用

1. 入学金：¥30,000

2. 教科書代*

*パストレ では市販の教材を使用します。
 ご自身で書店やインターネットで購入可能です。



お問い合わせ先

 https://www.miyaco.com
 04-7124-0864

MIYACO

   LINE                  URL                  MAIL




