
2018年度 冬期講習のお知らせ :

小学生 :2020年度に向かい、英語教育がどんどん改革される見込みです。また今後は 5年生から教科化、3年生必修科自となります。今のうちに基
本フレーズなどは覚えてしまいましょう!!

中学生 :英検は 3級から英作も導入されました。語い力を UPと共に、読む、書く、聞く、話すと総合力を姜いましょう !

学年が変わる前の復習は必須です :

高校生 :1～2年生は苦手寛服。3年生は大学入試、センター対策、センターリスニングは最錐の追い込み時期です。一気に集中して行ιヽましょう。
各コース 1回から、もしくはご都合のよい日程でもご相談賜りますのでお気軽にお問合せ下さい

申込〆切り:12月 15日 (十 )

対象学年 コース名 内容 日数 時 間 料金・教材費
全学年 <フ ォローアップ

クラス (個別指導)

>

<個別フォローアップ 1対 1の対応、弱点

強化>

「英語が苦手になってきた」「テス トの点数

をlIPさ せたい」「どこが分からないかが分

からない」といった、英語が少し難しくな

つてきた方にお勧めのクラスです。

1対 1で丁寧に解説。また、そのあと演習

の時間があるので、実際に理解できたかも

確認できます。

予約制

※時間については個別にお問い合わせくださ

50分 (講義 )

60分 (演 習 )

通常小学生 。中学生 7,020

円、

高校生8,640円の授業料が

一律 5,400円

高校生

<セ ンター試験対

策講座>

<最後の追い込みです>

センター試験突破が第一関門 !油断禁物の

文法事項もしっかり制覇しましょう !

全 5回

11/27 (ノ く)、  12′ 4 (ン k)、  12/11 (ルk)、  12/18 (ノ く)

1/8(火 )

レkl雇 日 19:Oo‐ 19:50 全 5回 12,420円

1[]2,484円

高 校 生 長

文

く高校長文講座

1,2年生資格試験

対象>

<速読方法を身につけよう>

長文に時間を取られて、時間が間に合わな

い人も多いはず。少しずつコツを掴んで慣

れていきましょう。

全 7回

11/27(火 )、 12/4(火 )、 12/11(火 )、 12/18(火 )

1/8(火 )、 1ノ15軟 )、 2/12(火 )

(課題 30分十講義 50

分)

30′〉+20:00‐ 20:50

全 7回  18,900円

1巨]2,700円

高校生 く高校生英作講座 >

ネイティプ指導

<100字目指して英作 !>

書くこともアウトプットの1つ。また英検 3

級から英作も入 り大きく重要視されていま

す。

全 4回

12/11(火 )、 12/18(火 )、 1/8(火 )、 2/12(火 )

20:00‐ 20: 50 全 4回  10,800円

1回 2,700円

高校生 くTOEFLIEIyTSラ

イティング講座>

ネイティプ指導

く民間試験受験対策 !> 全 5回

11/29(木 )、 1276(木 )、 12/13(本 )、 12ノ20(木 )

1/10(本 )

18: 10‐ 19:00 全 5回 14,000円

1回 2,800円

高校生 <ス ピークアップ

&プレゼン講座>

ネイティブ指導

<英語でプレゼンテーション !>

伝わる英会話実践編。日常会話から一歩前

進 !

全 4回

12/11(火 )、 12/18(火 )、 1/8(火 )、 2/12(火 )

1810018:50 全 4回  10,800円

1回 2,700円

中学生 く中学生文法強化 > <中学生の文法は基礎 中の基礎 です。

年 末年 始 に しっか り復 習 してお きま し

り。

>

よ

全 7回

11727(火 )、 12/4(火 )、 12/11(火 )12/18(火 )

1/8(火 )、 1/150く )、 2/12し k)

(課 題 30分 +講義 50

分 )

1年 16:001650+30分

2年 17:0017:50+30分

3年 18:0018:50+30分

全 7回  15,120円

1回 2160円

中学生 く受験生長文対策 > く中学 3年生必見 !>

受験日前の必須項目です。長さに惑わされ

ず読むコツを掴みましょう !

全 5回

12/6 (木 )、  12713 (本 )、  12ノ 20 (木 )、  1/10 (木 )

1/17(木 )

(課題 30分 t.育 義 50

分 )

30夕〉+18: 20‐ 19: 10

全 5回 11,880円

1回 2,376円

中学生 くスピークアップ>

ネイティプ指導

く外国人講師の先生と会話を楽しもう>

短い文章で会話になれることから始めまし

ょう。簡単な会話を通して、発音も直しま

しょう。

全 4回

12/11(火 )、 12/18(火 )、 1ノ8秋 )、 2/12(火 ) 19:00‐ 19150

全 4回 8,640円

1回 2,160円

′h学生.鋤県.督格試験等は菫面です f


