
 
 
 

英語４技能トレーニング 
～All in One～   

英語４技能すべてを鍛える！ 

～なぜ英語４技能が注目されている？～ 

まもなく、大学受験での英語の試験制度が大きく変わろうとしています（2021 年度入試、今年度高２生より）。 

新制度導入に伴い、受験生の皆さんにはますます高い英語力が求められる時代がきます。これまで重視されてきた 

「読む（Reading）」「聞く（Listening）」の２技能だけでなく、「書く（Writing）」「話す（Speaking）」の２技能も加えた 

４つの技能が求められます。 

しかし、「書く（Writing）」「話す（Speaking）」の対策にひとりで取り組むのは難しいものです。 

そこで、これから「４技能」向上を目指す皆さんのために、代ゼミでは、新たに４技能トレーニング講座を開講します。 

英語が苦手な人でも参加できる基礎講座です。新制度下の入試に向けて、今から対策を万全にしましょう。 

～本講座の特長～ 

 ・全１２講で英語４技能すべてをカバー 

 ・講座オリジナルの教材で、これまでの英語学習から新たな「４技能」対策学習へ、無理のない橋渡し 

 ・バイリンガル講師が日本語を使いながら丁寧に指導 

【授業日】 各回とも 13：30～15：00 

第１学期 

第 1 講 第 2 講 第 3 講 第 4 講 第 5 講 第 6 講 

4/28（日） 5/5（祝） 5/12（日） 5/19（日） 5/26（日） 6/9（日） 

第 7 講 第 8 講 第 9 講 第 10 講 第 11 講 第 12 講 

6/16（日） 6/23（日） 6/30（日） 7/7（日） 7/14（日） 7/21（日） 

【授業料】 

２講分 ￥4,000 ６講分 ￥10,000 

全１２講セット ￥16,000 

※2 講で１つのテーマを扱います 

【申込方法】 

校舎窓口にてお申込みください。 

※電話・FAX・インターネットでのお申込みはできませんのでご注意ください。 

 

【お問い合わせ】 

代々木ゼミナール本部校 TEL:0120-07-4305 （10 時～18 時） 

【担当講師】 

柿原 有美子 講師 

 

～高１・高２生対象～ 

 お得♫ 

tel:0120-07-4305


 

 

英語４技能トレーニング 
～All in One～   

～問題例（一部抜粋）～ 

 

 

 Read the passage below and answer the questions that follow.  

 

(1) As we all know, we humans use five senses, that is, sight, hearing, smell, taste, and touch, to 

understand the world around us. Among these five senses, we tend to think sight and hearing 

are particularly important.( A ), it has been found that smell is just as important for our life as the 

other four senses. 

(2) One of the most important functions of the sense of smell is that it makes it possible for us to 

know what we should not eat. When something smells bad, we become cautious, and if it is food, 

we won’t eat it. This is because we know from our own experience that such food tends to be 

rotten. ( B ), many kinds of poisonous chemicals tend to have strong, unfamiliar smells. Our sense 

of smell tells us what may not be good for us, and it helps our survival. 

 

Q.1 What is the passage about? 

It is about [                       ]. 

 

Q.2 Choose the right word for ( A ). There may be more than one correct answer. 

1) Yet  2) For instance  3) However  4) On the contrary  5) Similarly 

6) Moreover  7) For example  8) Though  9) Besides  10) Therefore 

 

Q.３ Summarize each paragraph in one sentence. Answer in Japanese. 

(1) 

(2) 

 

Q.４ Based on what you have learned in Q.３, summarize the whole passage in English. Your 

answer should not exceed 80 words. 

 

 

 

 

 

このように、新しいアプローチで４技能をトレーニングします。これまでの勉強で英語に苦手意識を持って

いる人は、ぜひご参加ください！ 

 

各種試験頻出テーマの書き下ろし英文を用意。試験対応力が向上します 

 文法問題や日本語で答える
問題で、今までの学習から
４技能対策へ橋渡し！ 

 要約問題への対応も万全！ 
論述力が身に付きます 


