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小中高生英語プログラム 2020年

小中高生英語プログラム

春季講習
3/29（日）～4/3（金）

「英語を」学ぶから「英語で」学ぶへ
自ら考え、自らの目標に向かって
英語を活用し活躍する人材を育てます。

www.nichibei.ac.jp

将来を見据えた英語学習をスタート！
将来使える英語力のため、強固な土台を築きましょう。
読んでわかる・聴いてわかる英語から、自分の考えを伝える（話す・書く・発表する）英語力
をつけます。
4月からレギュラークラスをご受講の方には春季講習からのスタートをおすすめします！

■特徴
⚫ 「聴く・話す・読む・書く」＋「文法」+「語彙」をトレーニングし、
将来を見据えた基礎を築きます
⚫ 英語を学ぶ過程で「分析力」「思考力」「表現力」を養います
⚫ 少人数クラスできめの細かい指導を行います
⚫ 英語力をつけるための学習法を指導します
⚫ 小学生・中学生・高校生の指導に実績のある講師が担当します

■講師
CURTIS, CONOR

エマーソン大学卒（マーケティングコミュニケーション学）。

FUJIKURA, HIROMI
藤倉 浩美

津田塾大学卒（英文学）。
当学院小中高生英語プログラム／英語教員のための英語教育方法研究セミナー、幼稚園・
小学校・中学校・高校・大学向けプログラムコーディネーター。

IWASE, MASUMI
岩瀬 ますみ

関西外国語大学卒（英米語学）、ガスタバス・アドルファスカレッジ留学。
企業・大学にて豊富な指導歴を持つ。

KANG, CHIA-WEI

サンホセ大学大学院修士課程修了（TESOL）、カリフォルニア大学バークレー校卒（英語）。

MATTOS, ETHAN

ホバートアンドウィリアムスミスカレッジ卒（公共政策）。日米学生会議参加。

NISHIOKA, NOBUKO
西岡 伸子

津田塾大学卒（英文学）。

SUENAGA, YUKIKO
末永 由喜子

聖心女子大学卒（文学部）。デカルブコミュニティカレッジ留学。

WAKUI, FUMI
和久井 ふみ

カリフォルニア州立大学大学院修士課程修了（TESOL）、フェリス女学院大学卒（英文学）。

※担当講師、使用教材に変更が生じる場合がございます。ご了承ください。
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■科目案内
●使用言語とは： 講師が授業で使用する言語です。
日：日本語、英：英語のみ、日英：日本語が主で英語が従、英日：英語が主で日本語が従
●各科目の使用教材詳細は、お申込み後に送付する「受講案内」にてお知らせします。
●各科目の担当講師名は、開講初日にお知らせします。

小学生
クラスは英語の習熟度別です。対象レベル相当の英語力があれば、学年に関わらずご受講いただけます。
科目名

小学生英語入門

講師

使用言語

前半（45分）： 当学院日本人講師

日英

後半（45分）： 当学院外国人講師

英

レベル

授業日

時間帯

回数

定員

学費

コード番号

英語学習がはじめて、または
ほとんど学習経験がない方

3/30（月）～4/1（水）

13:00～14:35 （90分）

3

10

11,670円

50038

楽しく英語学習をスタート！
英語の音とリズム、アルファベットに慣れ、英語の世界に親しみます。
絵本、ゲーム、歌、チャンツなど様々な活動を通し、全身を使って、楽しみながら英語に取り組みます。
「英語が聴けた」「英語が読めた」「内容がわかった」という達成感を味わい、英語学習の継続につなげます。
最終日には簡単な発表を行います。日本人講師と外国人講師が連携して指導に当たります。
4月からレギュラークラスのご受講を希望される方は、このクラスからのスタートをお奨めします。
使用教材: 後日ご案内します。（教材費別途）

中学生
クラスは英語の習熟度別です。対象レベル相当の英語力があれば、学年に関わらずご受講いただけます。
科目名

新中1英語入門

講師

使用言語

前半（60分）： 当学院日本人講師

日英

後半（60分）： 当学院外国人講師

英

レベル

授業日

時間帯

回数

定員

学費

コード番号

新中学1年生

3/30（月）～4/3（金）

10:00～12:10 （120分）

5

10

25,900円

51079

中学英語スタートダッシュ！
中学英語はスタートが重要！ いち早くスタートを切り、余裕を持って授業にのぞみましょう。
日本人講師と外国人講師が連携し、文法学習、音読トレーニング、リスニング・スピーキング・リーディング練習を行います。
また、効果的な英語学習方法を指導し、受講生の学習継続につなげます。
⚫ 中学1年1学期で学習する英文法の確認と演習
（be動詞肯定文・否定文・疑問文、名詞の単数・複数、形容詞、一般動詞など）
⚫ 音読、読み書きトレーニング
⚫ 単語の覚え方、ノートの取り方、音読練習、自宅学習など英語学習方法の習得
⚫ 学習した内容を使い、英語で質問する、答える、自分のことについて発表するなどの活動
使用教材： 後日ご案内します。（教材費別途）

科目名

中学生のためのフォニックス講座

講師

使用言語

当学院日本人講師

日英

レベル

授業日

時間帯

回数

定員

学費

コード番号

中学生

3/30（月）～4/3（金）

13:30～15:00 （90分）

5

10

19,450円

51090

フォニックスルールを習得し、英語の発音・リズムを身につけ、発音力をアップします
英語を学習するときに、声を出して練習していますか？
単語の発音がわからない、日本語風発音になってしまう、スペリングミスをよくする、などの悩みを解決します。
1.
2.
3.
4.
5.

フォニックスルールで「音と文字の関係」を確認します
アルファベットを正確に発音し、基本の発音方法を身につけます
カタカナ・発音記号に頼らず単語を見て発音をする力をつけます
発音と綴りを一致させ、スペリングミスを減らします
英語を発信する自信をつけます

使用教材：後日ご案内します。（教材費別途）

中学生／高校生
クラスは英語の習熟度別です。対象レベル相当の英語力があれば、学年に関わらずご受講いただけます。
科目名

中学英文法総復習と英文読解

講師

使用言語

当学院日本人講師

日英

レベル

授業日

時間帯

回数

定員

学費

コード番号

新中学3年、新高校1年生

3/30（月）～4/3（金）

10:00～12:40 （150分）

5

10

32,400円

51095

中学英文法を総復習、読解演習で文法活用力をつけ、高校英語につなげます！
中学英文法はすべての英語学習の基礎です。
中学英文法を確実に理解し、身につけることが、将来の英語学習のカギとなります。
重要な文法項目をしっかり整理・確認し、多くの演習を行います。疑問点を解消し、苦手な文法項目を攻略しましょう。
また、読解演習では、学習した文法を活用し、英文の語順と構造を意識し、速く正確に読み取る力をつけます。
主な文法項目：
5文型、時制（現在・過去・未来・進行形・現在完了・過去完了）、受動態、不定詞、動名詞、関係代名詞など
読解演習： 500語程度の英文読解
使用教材： 後日ご案内します。（教材費別途）

科目名

高校英文法

講師

使用言語

当学院日本人講師

日英

レベル

授業日

時間帯

回数

定員

学費

コード番号

高校生

3/30（月）～4/3（金）

10:00～12:10 （120分）

5

10

25,900円

52043

高校英文法の基本事項を総まとめ！
英作文練習（口頭＆筆記）・例文の音読演習を重ね、使える文法力を身につけます。
文法項目の理解からステップを踏んだ音読・筆記練習で、基礎力から応用力につなげます。
4月から「小中高生英語プログラム レベル7以上」を受講される方にもお奨めです。
1.
2.
3.
4.

テキスト内の例文の音声を流してblank-fillingsに挑戦
テキスト内の例文を音読＆文法解説
例文のblank-fillings、dictation、retentionで実践練習
例文の日→英を書いてくる＆言えるように

使用教材： 後日ご案内します。（教材費別途）

科目名

中高生のための英会話

講師

使用言語

当学院外国人講師

英

レベル

授業日

時間帯

回数

定員

学費

コード番号

新中学2年・3年生、新高校1年生

3/30（月）～4/3（金）

15:15～16:15 （60分）

5

10

13,000円

51098

楽しみながら、多くのペアワーク・グループワークを通して、 スピーキングに自信をつけましょう！
英語で話すことに慣れていない・スピーキングに苦手意識がある・聴いたり、答えたりする方法がわからない、という方に
お奨めします。
授業は外国人講師が担当し、やさしい話題を中心にステップを踏んで、徐々に英語での発話を増やしていきます。
語彙練習、モデル会話練習、ロールプレイ、発表を行います。
トピック例： 自己紹介、食べ物、学校生活・部活動について、道案内、日本の紹介など
使用教材： プリント教材を講師より配付

科目名

海外ニュースでListening & Speaking強化

講師

使用言語

当学院外国人講師

英

レベル

授業日

時間帯

回数

定員

学費

コード番号

中上級（高校レベル）

3/30（月）～4/3（金）

13:30～15:00 （90分）

5

10

19,450円

52050

最新の話題を素材に、Listeningスキルを鍛えると同時に、語彙力を増強しSpeaking力をつけます
Listening／Readingのポイントをおさえ、速く正確に内容を理解するトレーニングを行い、理解した内容について、内容をまとめる、
質問する／答える・意見を言う／書くなどの発信力を鍛えます。さらに語彙も増強します。
授業はすべて英語で行います。留学を考えている・英語の授業を体験したい・英語のスピーキング力をあげたい・英語でのやり取り
に自信をつけたい方におすすめです。
海外ニュースから、時事・環境・生活・物語など最新の話題をピックアップします。
※2015年夏季講習の授業風景が、「CNN English Express」2015年12月号（朝日出版社）に掲載されました。

使用教材： ●初級者からのニュース・リスニング CNN Student News 2020 [春] （朝日出版社）（教材費別途）

英語の学び方をまなぶ
科目名

自立英語学習法

講師

使用言語

当学院日本人講師

日英

レベル

授業日

時間帯

回数

定員

学費

コード番号

中学生・高校生

3/29（日）

13:30～16:40（180分）

1

12

8,100円

51114

日々英語学習をどうやって行っていますか？

英語力の伸びを感じていますか？

英語力をつけるためには、効果的な学習方法があります。この講座では英語学習の要となる学習法を紹介します。
実践を通し、効果的な学習法を知り、日々の継続した学習につなげましょう。
1. 自立学習とは
2. 学習法の紹介
各学習法を紹介し実際に練習します。教材を使って、どういう手順で、何に気をつけて学習するかを習得します。
● 音読
● リピーティング
● オーバーラッピング
● スラッシュリーディング
● 構文チェック
● サイトトランスレーション
● シャドーイング
● 虫食い音読
● ディクテーション
● 音読筆写
● 日英即時変換／リプロダクション
3. 学習のプランの立て方
使用教材： プリント教材を講師より配付

「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」へ
自ら考え、自らの目標に向かって、英語を活用し、活躍する人材を育成します
小学生から高校生まで、よりきめ細やかな指導を行います
● 特色
◎通年カリキュラムで、
「文法」+「聴く・話す・読む・書く」+「考える」力を段階的に伸ばします。
◎外国人講師と日本人講師が連携し、それぞれの特徴を活かした授業を行います。
◎毎学期末に実施の「スピーチデイ」にて学習効果発表を行います。
（保護者参観日）
● 習熟度レベル編成
英語の習熟度により9レベル11クラス編成。
小-中-高の学年に関わらず【対象レベルの目安】をご参考に、ご自身のレベルでご受講いただけます。
毎週土曜日【小学生レベル】15:30～17:20（100分）/ 【中高生レベル】 17:40～20:20（150分）

◆授業見学（無料体験）のご予約を承ります。
◆詳細は、別冊の総合案内／ホームページをご参照ください。
https://www.nichibei.ac.jp/student/student.html

小中高生英語

■募集要項
●受講申込
学院Webサイトよりお申し込みください。 https://www.nichibei.ac.jp/form/application.php

お申込みはこちらから

●受付締切日 3月25日（水）
申込順の受付で、定員に達し次第締切ります。
定員に余裕のある科目は、受付締切日／開講日以降も継続して募集を行います。
科目の空き状況につきましては、当学院まで電話（03-3359-9621）にてお問い合わせください。
※「春季講習」は、早期申込割引の適用はございません。
●科目成立のご案内
受付締切日から4日後を目処に、当学院より科目成立の可否、学費納入、教材の購入等の受講案内を送付します。
※申込者数により、科目が成立しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
●学費納入
当学院より送付する受講案内をご確認の上、指定日までに学費を納入してください。
入金が確認できた時点で申込完了とします。受講料のお支払いが完了するまで、受講は開始できません。また、期日以内に
ご入金が確認できない場合は、申込取消となりますのでご注意ください。
※ 支払日までに学費を納入できない場合または受講をキャンセルされる場合は、必ず当学院までご連絡ください。
（Eメール info@nichibei.ac.jp 電話 03-3359-9621）
●教材
教材費は2,000～4,000円程度です。受講料とともに請求し、開講日に教室にて配付します。
各授業日に教室にて講師よりお受け取りください。（プリント教材を使用する科目は、教材費はかかりません。）
詳細は受講案内に記載します。
●受講撤回時の取り扱い
1. 開講日の前日までの受講撤回
本会は申込者に支払い済みの納入金から返金手数料1,000円を差し引き返還するものとします。
2. 開講日以後の受講撤回
契約は申出日をもって終了します。この場合、本会は本会所定の書類による申出にて、当該講座の支払い済み受講料から既受講分の受講
料（支払い済み受講料÷授業回数×受講回数）と解約手数料（5万円又は契約残額の未受講分の受講料［支払い済み受講料÷授業回数×
未受講回数］の20％に相当する額のいずれか低い額）を除いた額を返却します（受講料の全部または一部が未納である場合には学習指導
の開始日から解除の申出日までの期間の受講料に相当する額及び解約手数料をお支払いいただきます）。既受講分の受講料の計算にあた
っては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなし
ます。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。
3. 学費の返却方法
学費及び費用等の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法により行います。この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番
号等をご記入いただきます。
4. 教材費の返却
上記1.又は2.の解約があった場合には、テキスト・教材等の販売契約も解約できます。この場合において、テキスト・教材等が返還されるとき
には、テキスト・教材等の販売価格から返還時の価格（転売可能価格。但し、当該価格はテキスト・教材等の状況を踏まえ本会が判断します）
を控除した価格を申込者が負担します。また、テキスト・教材等が返還されないときには、テキスト・教材等の販売価格に相当する額を申込者
が負担するものとします。※上記の取り扱い規定に関わらず、受講期間が2ヵ月以上、学費が5万円以上の講座（複数講座受講の場合はそ
の合計額が5万円以上）については、受講約款記載の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関する事項】が適用されます。
お申込に際しては、受講約款（https://www.nichibei.ac.jp/contact/provision.html）を必ずご一読ください。

●その他
本プログラムの授業風景の一部を写真撮影し、受講生個人が特定できないものに限り、広報目的でパンフレットおよびウェブ
サイト等で使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

アクセス

2020年2月 新校舎に移転しました！
■ 校舎移転のお知らせ
当学院は四谷駅前地区再開発事業のため、2016年1月より仮校舎に移転しておりましたが、
2020年2月中旬の再開発施設竣工に伴い、施設内の新校舎に移転いたしました。

■ 新校舎紹介
●新校舎は、オフィス棟、商業施設、スポーツ施設などで
構成される新しい四谷のランドマーク「コモレ四谷」の
教育施設の3階となります。
●エリア内北西部には緑豊かな空間も配備され、
四ツ谷駅前というアクセスに便利な立地でありながら
自然も楽しめる快適な空間となります。

■ 新校舎アクセス

四ツ谷駅 徒歩3分！
仮校舎より 四ツ谷駅にさらに近くなりました

コモレ四谷 グローバルスタディスクエア 3F
駅正面のオフィス棟に隣接する別棟です。
三栄通り沿いセブンイレブンの向かいに、ビルの入り口があります。

【交通アクセス】
JR中央線・総武線
東京メトロ丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅
【最寄出口】
JR四ツ谷駅 四ツ谷口
東京メトロ丸ノ内線 赤坂口
東京メトロ南北線 2番出口
2020/3/18

お問い合わせ
地図・交通アクセス

お申込みはこちらから ➡

➡や
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-2
コモレ四谷 グローバルスタディスクエア３F
（四谷駅前地区再開発施設竣工に伴い、施設内の新校舎に移転しました）

TEL 03-3359-9621
【事務取扱時間】

FAX 03-3353-8908

平日： 9：00～20：00
土曜： 9：45～17：30

お気軽にお問い合わせください。

