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おとな対象の英会話は、⽇本⼈教師が教えるわかる英会話、や
さしい英会話クラス、外国⼈教師が教える⼀般英会話クラス、
個⼈レッスン(アップル)があります。クラスレッスンではリス
ニングや発⾳練習を繰り返し、テキストを使って学んでいきま
す。(カフェクラスはテキストを使いません）それぞれレベル
（⼊⾨〜上級）にあったクラス、また朝、昼、夜とご都合にあ
った時間帯をお選びください。教師は全員⼤学卒または⼤学院
卒で資格のある教師が楽しくレッスンをすすめていきます。 
無料体験レッスンができますのでお気軽にご⾒学下さい。

おとな英会話（外国⼈・⽇本⼈教師）

一般英会話クラス（外国⼈教師）

⼀般英会話クラスは、⼊⾨から上級まで、アフターヌーン英会話・英会
話サロン・話さナイト英会話・カフェde英会話クラスがあります。各
クラスとも外国⼈教師から楽しく学んでいきます。⼀歩⼀歩確実に進歩
していきたい⽅におすすめです。（⾼校⽣以上の⽅が対象となります）

校名 クラス名 曜日・時間 時間 月謝

一番町校 カフェde英会話中級 ⽔ 8:00〜9:00pm 週1回60分 6,300円

話さナイト英会話上級 ⾦ 7:10〜8:40pm 週1回90分 8,500円

はなみずき校 英会話サロン初級 ⽔ 1:30〜2:30pm 週1回60分 6,000円

話さナイト英会話初級A ⽔ 8:00〜9:00pm 週1回60分 6,000円

フジグラン校

サタデー英会話初級 ⼟ 10:00〜11:00am 週1回60分 6,000円

アフタヌーン英会話中級 ⾦ 12:00〜1:00pm 週1回60分 6,000円

英会話サロン初級 ⽕ 1:00〜2:00pm 週1回60分 6,000円

英会話サロン中級 ⽕ 2:05〜3:05pm 週1回60分 6,000円

話さナイト英会話初級A ⽕ 8:00〜9:00pm 週1回60分 6,300円

話さナイト英会話中級A ⾦ 8:00〜9:00pm 週1回60分 6,300円

話さナイト英会話中級B ⽊ 8:00〜9:00pm 週1回60分 6,300円

カフェde英会話初級 ⼟ 1:00〜2:00pm 週1回60分 6,300円

カフェde英会話中級 ⽔ 7:35〜8:35pm 週1回60分 6,300円

 ・授 業 料 毎⽉銀⾏引落し ・⼊学⾦ 5,000円 
 ・テキスト代 約2,000円〜3,000円（実費）     ・諸経費 900円（半年） 
     ＊すべて税別表⽰です

N⼦ （わかる英会話クラス） 
私は、英語で会話を楽しめたらとずっと思っていたものの、外国⼈講師のクラス
では理解しながらレッスンについていけるかどうか不安でした。しかし、この⽇
本⼈の先⽣と外国⼈の先⽣のコンビクラスがあると知り、これだと思いました。
何より、英語ではどういえばいいか分からない表現や、その⽇の重点をわかるま
で先⽣に質問できるのが嬉しいです。外国⼈の先⽣が来る最後の20分間までには
ウォーミングアップもできているので、本当に英会話が“わかって”楽しいです！

すべて税別表⽰です
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わかる英会話（ ⽇本⼈教師 ＋外国⼈教師）

 ・授 業 料 毎⽉銀⾏引落し ・⼊学⾦ 5,000円 
 ・テキスト代 約2,000円〜3,000円（実費）  
 ・諸経費  900円（半年間）

校名 クラス名 曜日・時間 時間 月謝

フジグラン校 わかって慣れる ⽕ 6:55〜7:55pm 週1回60分 6,000円

大人の実践英会話（ ⽇本⼈教師＋外国⼈教師（30分））⽉3回

校名 クラス名 曜日・時間 時間 月謝

フジグラン校 ⼤⼈の実践英会話 ⽔ 2:00〜3:00pm ⽉2回 60分 4,285円
⽔ 2:00〜3:30pm 最終回 90分

3:00pm

⽇本⼈教師+外国⼈教師のコンビで基本的なやさしい英会話からゆっ
くり習っていくクラスです。まずは最初に⽇本⼈教師とテキストの内
容をしっかり学習します。その後、今⽇の学習内容を外国⼈教師と練
習します。ネイティヴの⾳やコミュニケーションの取り⽅を覚え、使
える英語にしましょう。

 ・授 業 料 毎⽉銀⾏引落し ・⼊学⾦ 5,000円 
 ・テキスト代 約2,000円〜3,000円（実費）  
 ・諸経費  900円（半年間）

⽉3回＊⽉最終回は90分のうち後半30分は外国⼈教師が⼊ります

テキストを使いながら、⽇本⼈教師から役⽴つ英語を学びます。 
⽉の最終回（９０分）後半に外国⼈教師が３０分⼊り、その⽉に学んだ
事を復習、実践（ロールプレーイング）し、理解を深めるクラスです。
初めての⽅や、外国⼈教師だけのクラスは不安という⽅、もう⼀度初め
からやり直したいという⽅などにおススメのクラスです。

⽇本⼈教師のみのクラスです。各クラスのレベルに応じたテキストを使
いながら分かりやすくゆっくり学習できます。基礎からじっくりと英語
を学びたい⽅、英会話を⼊⾨から学びたい⽅、外国⼈教師から習うより
まずは⽇本⼈教師から習いたいという⽅におススメのクラスです。

校名 クラス名 曜日・時間 時間 月謝

フジ 
グラン校

やさしい英会話（⼊⾨） ⽊ 2:00〜3:00pm 週1回60分 4,700円

やさしい英会話（初級） ⽊ 11:00〜12:00pm 週1回60分 4,700円

やさしい英会話（中級） ⽕ 9:50〜10:50am 週1回60分 4,700円

おとなの英会話（中級） ⽕ 11:00〜12:00pm 週1回60分 4,700円

じっくり基礎英語（中2英語） ⾦ 11:05〜12:25pm 週1回80分 6,000円

やさしい英会話（ ⽇本⼈教師）

 ・授 業 料 毎⽉銀⾏引落し ・⼊学⾦ 5,000円 
 ・テキスト代 約2,000円〜3,000円（実費）  
 ・諸経費  900円（半年間）

入門レベル 初級レベル 中級レベル～
やさしい英会話（日本人教師）

わかる英会話（日本人＋外国人教師）

大人の実践英会話（日本人＋外国人教師）

一般英会話（外国人教師） 3 

すべて税別表⽰です

すべて税別表⽰です

すべて税別表⽰です



時間が取りにくいとか、他⼈と勉強するのは恥ずかしいとい う⽅、また
明確な⽬的を持っている⽅に最適なのが、おとな こども向けのこの個⼈
レッスン、「アップル」です。  
あるいは、気の合うお友達を誘ってぐっと割安なグル-プ レッスンはいか
がでしょうか。各⾃の⽬的に沿った「あなた だけ⽤の授業」なので効果
が違います。

日本人教師での個人、グループレッスンもございます。 
詳細はお問合せください。

個人・グループ 　　レッスン（アップル） 

レッスンは時間予約制 
で、無駄な時間は出来 る
だけ省き、あなたの 時間
を有効に使ってい ただき
たいのです。

3か月 830点ま 上昇 教師より ちょっと一言
 愛媛在住の大学生のU君。7月のTOEIC試験でどうしても800点を取りたいと入学 
してきたのが5月の連休中。その当時約600点程度でした。そこからテキストを選ん  
で毎回単語テストを行い、週3回の個人レッスンも含めて猛特訓しました。5月の公開テストではあまり期
待した数値が出なかったのですが、模擬試験でさらに練習を重ね、励ましながら励ましながら7月の公開
テストでとうとう830点が獲得出来まし た。もちろん本人の努力のたまものですが、要は、計画を立てそ

■アッ ル4つの特徴  (外国人教師、あるいは日本人教師)

フリータイム予約制

回数チケット制集中凝縮レッスン

1：1の英会話
都合がつく時にはまとめ て
集中的に使い、忙しい 時期
はぼつぼつでも結構 です。
無駄のない回数チ ケット制
です。

あなたがこの時間の主 
人公、レッスンには100 
%参加していただき、 
慣れる事が一番です。

ダラダラでは効果半減。集 中
の限界は25分。短時間で すが
汗をかくぐらい集中し た授業
なので短時間で最大 の効果を
生み出します。

教師 時間 授業料 販売枚数 税込（25分単位）

外国人教師
25分 3,500円 10枚＝35,000円、20枚＝70,000円、　　

40枚＝130,000円、60枚＝180,000円

50分 7,000円

日本人教師 50分 4,000円 中学生以下はP12を参照ください

50分授業 2人グループ 3人グループ
外国人教師 4,500円／一人当り 3,400円／一人当り

個人 
レッスン

グループ 
レッスン

 新登場 Apple Pie（あっぷるぱい） 火~金までの午後0時~4時までの個人レッスンを 
「Apple Pie/アップルパイ」と呼び、この時間帯は 
通常より安価となり、1レッスン2,800円(税別)となります。

 *チケットにはポイント制度があります
 1レッスンごとにスタンプを1個押し、14個スタンプごとに1回個人 レッスンが無料で受けられるサービスです。

（すべて税別表⽰です）
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大学生や短大生は、卒業2年前からの就職活動を考える時に、 事前に
その対策をしっかりと把握し、最善の状態で就職試験 に臨みたいも
のです。アカデミーでは、「TOEIC対策コー ス」とともに、「エアラ
イン」講座を用意しています。 航空業界をはじめ、一流企業に内定を
もらうためにも、 面接の基本からしっかりと学んでいきましょう。

就職活動コース

■エアライン・サン ー塾  (元JAL国際線キャビンアテンダント担当)
200点〜400点レベル対象の基礎クラスで、600点超を⽬指します。TOIECテストは形式に
慣れさえすれば約100点近く上がる事がありますので、とにかくテスト形式に慣れ、⽂法、
語い、読解、リスニングも基礎から確実に固めていきます。ぜひご参加下さい。

場所 クラス名 曜日 時間

一番町校 サンデー塾 第2⽇曜⽇か第3⽇曜⽇ 午後予定

緊張に打ち勝つ強い気持ちと反復練習が大切。(松山大学K子)
この度、念願の客室乗務員の内定をいただき、とても嬉しく思っています。 ⼀⽣涯、学ぶ
ことを忘れない⼈間になりたかったこと、あたたかさと強さを兼ね備え た⼥性に憧れてい
ること、たくさんの⼈と関わりたい...など、様々な想いがきっかけで、私は、客室乗務員
になることと決意いたしました。しかし、難関といわれる航空業界への道。⾃分で堅く決
意したものの、どのように準備を進め、どのように試験に臨むべきなのか、まったく分か
りませんでした。そんなときに出会ったのが、「エアラインクラブえひめ」、そして、講
師の松浦先⽣でした。...(中略)「明るく元気に、決して引くことなく、押せ押せ! 頑張っ
ていってらっしゃい!」という松浦先⽣の⼒強いお⾔葉のおかげで、⾃⾝をもって臨むこと
ができたのだと思います。エアラインクラブえひめで出会った仲間たちにも、私はとても
励まされました。...(略)(続きはホームページで)  www.e8686.jp→「メンターみえこの
奇跡の3レッスン) 6⼈の先輩メッセージも⾒てね

途中入会もOK

4月以降の日程は、お問合せください
http://airlineclubehime.com
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四国初のエアライン塾として英語アカデミーの協力のもと設立した『エアラインクラブえ
ひめ』も、今年で8年目に入ります。既に、この松山の地から20名(客室乗 務員18名、グ
ランドスタッフ17名)の航空業界内定者を出しています。航空業界を目指す学生さん、社会
人の方をサポートする会員制クラブです。    
専任講師：松浦美重子(元JAL国際線客室乗務員、キャリアカウンセラー) 
航空業界に少しでも関心のある方は、毎月開催しているエアラインサンデー塾にまずは参
加して下さい。どなたでも参加費1,000円で参加できます。

■エアラインクラブえひめ
*サンデー塾を受講して気に入れば、個人レッスン中心の 『エアラインクラブえひめ』に
ご入会下さい。(入会金2,000円)   
これからいよいよ、航空業界内定を目指して、レッスンが始まります!

場所 クラス名 曜日／時間 費用

一番町校
DVDコー

ス
航空業界の内定を取るためのコ ツが満載のDVD「メ
ンターみえ この奇跡3レッスン」(定価 24,150円)
+個人レッスンが3回 できるお得なコース

30,000円

一番町校
就活対策＋
⾯接マナー

就職活動に役立つ面接マナーの 基本と面接のコツを
習得しま す。個人レッスン3回に、キャリ アカウンセ
リングが1回のコース

20,000円

また、航空業界を目指す方は、英語の資格(英検、TOEIC)が必須
です。 英語アカデミーの講座(コース、個人)で学んで下さい。 
『エアラインクラブえひめ』割引が適用されます。

【エアラインクラブえひめ 内定者の声】 
ANA内定 松大Aさん:私にとって大学3年生の11月にエアラインクラブえひめと出会えたこと
は奇跡であり、出会うことができなければ客室乗務員内定をつかむことは出来なかったと思っ
ています。 
ANA内定 松大Kさん:エアラインクラブえひめに入会して一年間、エアライン受験の勉強を続
け、内定できました。かけがえのない恩師や仲間に出会えたことを心から感謝しています。

快挙です!

2006年~2015年1
月で、CA内定者は
エアーニッポン3名、
ジェットスター1名、
JAL2名、ANA8名、
ANAウィングス1名、
ピーチ2名、Jet 
Star Japan1名、ア
シアナ1名、IBEX1
名、 これはもう奇
跡ですね。

同GS内定者は、
JAL スカイ7名、K
スカイ2名、ANAエ
ア ーサービス松山4
名、 ANAエアポー
トサー ビス1名、
ANAスカパル1名、
J-AIR（名古屋）1
名、キャセイ（関空）
2名、ANA中部空港
1名、大韓航空（関
空）1名など

すべて税別表⽰です

http://airlineclubehime.com
http://www.e8686.jp
http://airlineclubehime.com
http://www.e8686.jp


「英語がまずまず出来る」ではなく、客観的に英語⼒を測定
するのがTOEIC（トーイック）試験です。受験、⼤学での英
語クラス分け、就職、あるいは昇進のため、⽇本で年間227万
⼈もが受験する最⼤の英語テストで定評のある試験です。

TOEICコース

TOEIC 600点突破講座
200点〜400点レベル対象の基礎クラスで、600点超を⽬指します。TOIECテストは形式に
慣れさえすれば約100点近く上がる事がありますので、とにかくテスト形式に慣れ、⽂法、
語い、読解、リスニングも基礎から確実に固めていきます。ぜひご参加下さい。

校名 クラス名 曜日・時間 回数

はなみずき校 TOEIC600点突破講座 ⼟ 10:00am〜12:00 13回（26時間）

  2016年　　年３回開講（各13回） 
1期 2016年4⽉開講：2016年4⽉9⽇〜7⽉23⽇の毎⼟曜⽇　( 4/30, 5/28, 6/25は休み） 
2期 2016年8⽉開講：2016年8⽉6⽇〜11⽉19⽇の毎⼟曜⽇　(8/13, 9/24, 10/29は休み） 
3期 2016年12⽉開講：2016年12⽉3⽇〜3⽉18⽇の毎⼟曜⽇　(12/24, 31, 2/11は休み） 

・受講資格 どなたでも受講出来ます（TOEIC点数は関係ありません） 
・授業料  （TOEIC IPテスト1回分を含みます）（すべて税別表⽰です） 
 •⼀括払い 37,000円（税別） 13回レッスン分 
 •分割払い 10,000円（税別） 毎⽉X4回払い  
               ⼝座引き落としとなります 
・テキスト代 テキスト（実費） 

 新TOEICテスト英単語熟語マスタリー2000 1,300円（税別） 

就職活動に活かせるTOEIC　　大学３年生（女） 

私は大学２年の頃から漠然と外資系会社か航空関係の会社に行ければと考えていました。しか
し大学でTOEIC受験を強く勧められ、公開テストを受けてみると492点しかありませんでした。英
語が好きな私にとっては正直言ってショックでした。調べてみると東京の私大などの学生は
TOEIC800点〜900点程度の資格をもって大手商社へ就活していると聞き、驚きでした。同じ人
間ですのでやれば出来ると思い、資格としてTOEIC800点を獲得する、と決意しました。それから
アカデミーの４か月講座を受講。単語テストも毎回出され、知っていたつもりの単語を本当には
知らなかったことがわかりました。先生にも励まされ続けられたことで、何とか800点台の単語まで
は覚え切りました。リスニングでは、映画やテレビなどのリスニングもいいのでしょうが、私は徹底
してTOEICテストのリスニングを繰り返し繰り返し聞きました。点数は現在729点まで伸びました
が、まだ800点には達していません。ぜひ800点まで獲得してぜひ英語が使える企業を狙いたい
と一人静かに思っています。

トーイック

途中入会もOK
講座期間中であればいつでも入学できます。お気軽に！ 
途中から入会された場合、13回目のあと次回コースへ続けていただき、 
全部で13回を修了した時点で終わりとなります。

TOEIC IPテスト（団体特別受験制度）
英語アカデミー主催で年4回を予定しています2016年度 

6月18日（土）、10月15日（土）、
2017年2月4日（土）

受験料：4,600円／1回（税別）

TOEIC 個人レッスン/グループ（⽇本教師）
点数を上げたい、基礎から学びたい、リスニングを強化したい、苦⼿の読解を克
服したい、700点以上の⾼得点を狙いたい⼈のための個⼈レッスンです。⽬標スコ
ア設定し、どの本をどのように進めていくかを決めます。「あなた⼀⼈の授業」
なので効果が違います。 ・個⼈ 50分 4,000円（すべて税別表示です） 

・グループ 50分 3,500円（⼀⼈当り）
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松山大学との提携プログラム

英検準1級合格   Mさん(愛光中3年)  慶応⼤進学   
Have a strong will to make your dreams come true.   これは、私の中学校⽣活において⼀つの
励みの⾔葉としているものです。  私は英語を得意になって欲しいという両親の願いもあって、⼩4
の時に2級を取得しました。そ の後、中学⽣の間に準1級を取ることを⽬標にしましたが、その時、
⼤きな助けとなってくれたの が「準1級講座」でした。数年間ブランクが空いたこともあって2級と
の差に絶望感も感じました が、先⽣⽅のご指導の下、⻑⽂の解説や単語の練習の成果あり今回合格
することができました。 合格を知った時は感無量で泣きながら喜びました。英語アカデミーの皆様
には⼼から感謝いたし たいと思います。最後に私が励みにしているもう⼀つの⾔葉を・・・ A 
winner never quits and a quitter never wins. 7 

英検準1級個人レッスン（⽇本教師）
講座の半分程度は「語彙力」upに使い、問題1番を何とかして6割程度まで上げたい。2番、3番の読 解問題はやや早く
読んで頭から理解していく必要があります。4番の作文は14点/99点の高配点です ので15分で書き上げる練習をし、外
国人教師の添削をしてお返しします。リスニングは約3か月間た えまなく練習をし、やはり耳があの早いスピードに慣
れる事に徹します。聞くのは1回だけですので 何について述べているのか全体の流れを素早くしっかり掴むことも大切
です。1週間に1回2時間の講 座だけでは練習量不足ですので、リスニングテキストを計画に沿って自宅で聞いていくこ
とも行いま す。10回の講座中に過去問題や予想問題なども含み(最終の2~3回は試験練習のみ)、試験内容なら びに時間
配分と集中力を切らさない練習を体得していただきます。 なお、当講座を受講された方で2次面接試験を受験される方
は、1回30分程度の外国人との無料練習を 行いますのでお申し出下さい。約3か月で20時間をこなすこの「準1級個人
レッスン」をぜひ始めてみませ んか?

（愛媛新聞 2015年2⽉8⽇号より転載）

米国大学生活の一部をDVDで見る危機管理の英会話道後の観光をすべて英語で3クラスに分かれてレッスン

映画の一部分を覚えて流暢さを 3食ともに英語だけで過ごします 自分の将来を英語で語る からくり時計前ではいチーズ！



英検では「聞く・話す・読む・書く」の4技能を基礎知識から運用能 
力まで総合的に測れるように構成されています。英語アカデミーで 
は、小学生で2級、中学高校生で準1級合格などすばらしい成績を残 
しています。物事を習う時には一つの明確な目標をもつことが、学ぶ 
意識を持続させ、しかも努力を継続させる刺激となります。おとなも 
こどもさんも、年令に関係なく挑戦されてはいかがでしょうか。

英検コース

校名 クラス名 曜日・時間 回数

一番町校
準1級クラス 個⼈レッスン 10回程度
2級クラス ⽔  7:00pm〜9:00 7回

準2級クラス ⽕  7:00pm〜9:00 7回

  2016年　年３回開講 
2級クラス 1回 2016年  4⽉20⽇〜  6⽉8⽇の毎⽔曜⽇　( 5/4は休み） 
 2回 2016年  8⽉24⽇〜10⽉5⽇の毎⽔曜⽇ 
 3回 2016年11⽉16⽇〜1⽉18⽇の毎⽔曜⽇　( 11/23, 12/28, 1/4は休み） 
準2級クラス 1回 2016年  4⽉19⽇〜  6⽉7⽇の毎⽕曜⽇　( 5/3は休み） 
 2回 2016年  8⽉23⽇〜10⽉4⽇の毎⽕曜⽇ 
 3回 2016年11⽉22⽇〜  1⽉17⽇の毎⽕曜⽇　( 12/27,1/3は休み） 

・受講資格 どなたでも受講出来ます 
 ・授業料  （2級、準2級ともに）  24,500円   アカデミー⽣は，23,500円 
 ・資料代 1,000円、テキスト代 実費、 ⼊学⾦ なし 

英検準2級合格　　Hさん（高1年生） 
英検準2級に合格したという電話をいただいた時、正直驚きました。3級を中1で取って以来の受験 だっ
たので不安もたくさんありました。しかし対策講座で教えていただいたおかげで無事に合格でき ま
した。講座でいただいたテキストに載ってある単語の多さにはびっくりしました。これを全て覚え 
るのは大変だなと思いました。実際、一次試験までに全てを覚えるのは学校の授業や部活で時間が足 
らず無理でした。しかし「出る順」に並んでいたので、一番出そうなところだけは覚えました。二次 
の面接は、質問にどう答えたらいいのかと全然わかりませんでしたが、アカデミーで流れや対応の仕 
方を教えてもらっていたので、本番は自信を持って頑張りました。その結果、面接も合格しました。 
教えていただいた先生方には感謝、感謝でいっぱいです。次は2級目指して頑張りたいです。

途中入会もOK

入学金はなし（すべて税別表⽰です）

英語検定合格を目指す方には、英検対策個人レッスン(英検一次試験・二次試験対策)
がお勧めです。日本人講師による完全個別対応なのでご希望のレッスン時間とレッス
ン回数 (準1級は最大10回、他級は最大7回レッスン)を設定できます。時間的に対策講
座に来 られない方、あるいは3級~5級合格を目指す方はこちらへご参加下さい。

8　 

文部科学省よりグローバル化に対応した「英語教育改革実施計画」が発表され、2014年度 から逐次英語
教育の改革が推進され、そのなかで生徒たちには高校卒業時英検2級から 準1級レベルの英語力向上が目
標として掲げられています。 これに対応して、英語アカデミーでは、実用英語技能検定試験向けの「対
策講座」及び 「個別指導」を開講します。英検対策講座・個別・グループ指導では、英検がまったく初 
めての方、さらに上の級を目指す方にもベテランの先生が丁寧にわかりやすく指導しま す。英検は学年
には全く関係ありません。自分の実力試しにぜひ受験しよう!

英検対策講座（⽇本教師）

英検個人レッスン（⽇本教師）

対象の級 1レッスン時間 1レッスン費用
準1級～準2級 60分 4,000円
3級～5級 60分 3,000円

◇英検 申し込みと準会場 
申し込みは英語アカデミーで出来ます。アカデミー申し込みで 
すと、2級~5級はアカデミーが「準会場」ですので当校で受 験
できます。さらに英検本部より詳細な試験結果を知らせてく れ
ます。但し受験⽇は本番より⼀⽇早い⼟曜⽇になります。 準1
級と1級は右記⽇程より⼀⽇後の⽇曜⽇に本会場受験です。

2016年度  一次試験アカデミー準会場日程
第1回 6月11日(土) 2級~5級のみ
第2回 10月8日(土) 2級~5級のみ  
第3回 2017年1月21日(土) 2級~5級のみ

（すべて税別表示です）

変更することもありますので、お問い合わせください。



ルーキーズ英会話（ 外国⼈教師）

⼩学⽣対象（全学年）の英会話クラスです。すべて外国⼈教師が教えます。英会話初⼼者の
クラスと英会話経験者のクラスがあります。初級・中級・上級・準中学英会話とレベルがあ
り、毎年順次上のクラスへ上がっていきます。英会話経験者の⽅はレベルにあったクラスを
無料体験してご⼊会ください。下記スケジュールでご都合のよいクラスを随時無料体験でき
ますので、お気軽にお電話を。

校名 クラス名 曜日・時間 対象

はなみずき校

初級1A（新クラス） ⽕ 4:30〜5:15pm 全学年初⼼者

中級1A ⽔ 4:30〜5:20pm ⼩学⽣経験者

中級2A ⽔ 5:30〜6:20pm ⼩学⽣経験者

上級1A ⾦ 6:10〜7:00pm ⼩学⽣経験者

上級2A ⽕ 7:10〜8:00pm ⼩学⽣経験者

特別上級 ⽊ 6:10〜7:00pm ⼩学⽣経験者

フジグラン校

初級1A（新クラス） ⽔ 4:45〜5:30pm 低学年初⼼者

初級1B（新クラス） ⾦ 5:45〜6:30pm 低学年初⼼者

初級2A ⼟ 11:10〜12:00pm 低学年継続者

中級1A ⽕ 5:40〜6:30pm ⼩学⽣経験者

中級1B ⽊ 4:40〜5:30pm ⼩学⽣経験者

中級2A ⾦ 4:45〜5:35pm ⼩学⽣経験者

上級1A ⽕ 4:40〜5:30pm ⼩学⽣経験者

フジグラン校 年中・年⻑ 新クラス（新） ⾦ 3:55〜4:40pm 年中・年⻑

小学生英会話クラス（ 外国⼈教師）

じっくり中学英語（ ⽇本⼈教師＋外国⼈教師 (30分））⼩学⽣⾼学年対象

こどもが英語に対してもつ新鮮な興味を持続させ、最初から外国人教師の
もと正しい本格的な英語を学ぶ事が大変重要です。耳からの記憶が視覚に
よる記憶より優れている３才～８才頃から、英米人の英語をそのまま模
倣すると、英語特有の微妙な音が正確に、しかも楽に習得でき、その後
一生失う事がありません。単語だけを勉強する学校とは異なり、一まと
まりの文章を一つの意味をもったものとして習得することが大切です。

 ・授 業 料 6,500円/⽉謝 ・諸費 1,500円/半年間 
 ・テキスト代 実費（約3,000円）

こども英会話（外国⼈教師）

幼児英会話クラス（ 外国⼈教師）

・授 業 料 6,463円/⽉謝 
・諸費 1,500円/半年間   ・テキスト代 実費（約3,000円）

⼩学⽣⾼学年（5,6年⽣）のための英会話クラスです。市内中学校のテキストを使⽤して、
会話を中⼼に進めていきます。中学校に備えて中学1年英語を基礎から学んでいきます。

フジグラン校
初級（新クラス） ⽔ 6:00〜7:30pm ⼩学⽣⾼学年

中級 ⽊ 6:30〜8:00pm 初級継続⽣
・授業料 8,000円/⽉謝 ・諸費 1,500円/半年間 ・テキスト代 実費（約3,000円）

中・⾼⽣を対象に外国⼈教師により英会話⼒を伸ばしていくクラスです。学校での英語
教育の実践編として、これからの国際社会に対応できる話せるルーキーズを育てます。

フジグラン校 中・⾼校⽣英会話 ⽔ 6:00〜6:50pm 中・⾼校⽣
・授業料 8,000円/⽉謝・諸費 1,500円/半年間 ・ テキスト代 実費（約3,000円）

送迎バスがあります
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（すべて税別表⽰です）

（すべて税別表⽰です）

（すべて税別表⽰です）

（すべて税別表⽰です）

（すべて税別表⽰です）



校名 クラス名 曜日・時間 対象

一番町校

インタJr（新クラス） ⽊ 5:00〜6:20pm 低学年初⼼者

インターA ⽕ 5:00〜6:20pm ⼩学⽣経験者

インターB ⽔ 5:00〜6:20pm ⼩学⽣経験者

インターC ⾦ 5:00〜6:20pm ⼩学⽣経験者

はなみずき校

インタJr（新クラス） ⾦ 4:30〜5:50pm 低学年初⼼者

インターA ⽊ 4:40〜6:00pm ⼩学⽣経験者

インターB ⽕ 5:30〜6:50pm＊ ⼩学⽣経験者

インターC ⼟ 3:30〜4:50pm ⼩学⽣経験者

このクラスは「小学生の間に何とか日常英会話の基礎程度は自由に会話
できるようにしたい」という念願の下、小学生英会話クラス（50分レッ
スン）より、幅広い分野で深く学習(80分レッスン)します。通常のテキス
ト以外に米国で使用されている内容なども使用し、教室内では日本語禁
止。でもこどもの適応力はすばらしく、徐々に先生の言う事を理解する
ようになっていきます。読むこと、書くことにも重点をおきます。

 ・授業料 10,200円/⽉謝 ・諸費 1,500円/半年間 ・テキスト代 実費（約3,000円）

インターナショナル（外国⼈教師）

 Immersion（イマージョン）「英語に浸る」  

  これがインターナショナルクラスのテーマです。 

 このクラスでは、⼩学⽣英会話の内容をさらに総合的に発展させ、より本格的な英語学習
に取組みます。その特徴として、テキストやワークを勉強していく以外に 
（1）アメリカの⼩学校で使⽤しているフォニックス教材を使⽤。 
（2）「読む」「書く」をさらに⾼度化するため、希望者にはアメリカ⼩学⽣が使ってい 
  るリーダー本（読書本）を購⼊できます。各⾃が所有し、⾃宅で読む事も出来ます。 
（3）フォニックスが出来はじめると、⾃分⼀⼈で読む事が可能となり、意欲しだいでどん
  どん進んでいくことが出来ます。 
（4）歌や物語りなどが⼊ったCDやDVDもご⾃宅⽤教材として希望者には提供しますの 
  で、ご⾃宅でさらに楽しく英語に浸ることが出来ます。 

アカデミーでもご家庭でも、楽しく"英語に浸る"。それが語学学習の本質であり、 
英語上達へのもっとも近道なのです。

T⼦さん  ⼩学２年（インターナショナルBクラス）	
アカデミーに通うのが大好きで、毎週ワクワクしています。教室で、先生や友だちと
ビンゴゲームをしたり、歌を歌ったりするのがとても楽しいです。ハローウィンパー
ティのちょっとこわいのですが楽しいです。通い始めて３年がすぎました。いつの間
にか単語もたくさんおぼえ、先生との会話もできるようになりました。もっともっと
勉強して、いろいろな国の人と話せるようになり、たくさんのお友だちをつくりたい
と思います。

英検4級合格 M⼦さん  ⼩学2年⽣　　	
私は、英検4級を受ける前に英検対策講座を受けました。英検4級のテストをやると
きは、とてもどきどきしました。やるときはすらすら解けたけど、合格するかは不
安でした。結果は合格だったので、わたしはとてもうれしかったです。たぶんその
練習のせいかが出たのだと思います。それから、英語を続けてきてよかったと思い
ました。また次は3級にチャレンジしたいです。
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（すべて税別表⽰です）



こどもイベント

英検3級合格 Tくん（中学1年）	
　元々、４級だけを受けるつもりだった自分が３級
を受けようと思ったのは、「もっと自分に挑戦しよ
う」と思った気持ちからでした。しかし、対策講座
に入ったのは良かったものの、もうすでに４回が経
過した後で、まさに、「挑戦」という言葉そのもの
でした。	
　自分が合格できたのは、とにかく単語を必死に覚
えたことに成果があったと思っています。単語帳を
片手に、つづりから意味、二次試験への発音も全て
覚え万全の態勢で挑みました。試験も全て終わり、
結果を聞いたときは喜びよりも次の級への「挑戦」
という気持ちが大きくわいてきました。今回の経験
した「挑戦」という文字通り、次の英検でも自分の
限界にチャレンジしていきたいです。

● ハロウイーンパーテイ（10⽉） 
10⽉最終⽇曜⽇には、全員こわ〜い⾐装で参加するハローウイーン・パーテイ。外国
⼈先⽣が中⼼となりかぼちゃのジャコランタン作り、フェイスぺインテイング、ハロ
ウイーンゲームなども楽しみます。最後には⾐装のコンテストも⾏い、楽しくこわい
ひとときを過ごします。

● スピーチコンテスト（12⽉） 
英語アカデミー主催の、県下の⼩学⽣を対象とした唯⼀のオープン「こどもコンテス
ト」です。⼩学⽣低学年、⾼学年それぞれの課題⽂をテープにて吹き込み⼀次審査を⾏
い、⼀次審査通過された⽅は、伊予鉄会館にて⾏われる最終審査で発表していただきま
す。

第24回こども英語スピーチコンテスト（暗唱） 
県下の⼩学⽣を対象にオープン参加の「こども英語スピーチコンテスト（暗唱）」
が12⽉13⽇、伊予鉄会館で「⼩学⽣クリスマスパーティ」と同時に開催。⼀次選
考を通過した19名が挑戦。6名の外国⼈先⽣たちにより、暗記⼒、発⾳、抑揚、表
現⼒、発表態度の観点から審査。その素晴らしい発表、堂々とした態度に審査員⼀
同感動です。今年も⼤変な接戦で、3位は⼆⼈選出せざるを得ませんでした。全員
に「奨励賞」を、その後、最優秀賞（⼀位）に番町⼩4年客野さん、⼆位に東雲⼩
1年正岡くん、三位に⽯井⼩1年の⼤⻄くん、番町⼩3年原⽥くんが受賞。おめでと
うございます。多くの⼈前でそれも英語で⽂章を暗記して発表すること⾃体が貴重
な経験です。来年も多くのみなさんの参加を期待しています

● クリスマス・パーティ（12⽉） 
12⽉の⽇曜⽇には、伊予鉄会館で「⼩学⽣クリスマス・パーティ」を開催。ジュースと
ケーキでおいしく、また楽しくゲームや歌などを歌います。サンタクローズも登場し
て、パーティも盛り上がります。ふだんは⼀緒に遊ぶ事のない他の外国⼈先⽣ともふれ
あいます。楽しいよ。

● サマースクール（8⽉） 
夏休みの⼀週間は、⼩学⽣対象の「サマースクール」を開催しています。夏休みを利
⽤して、毎⽇お弁当持参で来校し、外国⼈先⽣だけによるレッスンやテーマを決めた
勉強を「すべて英語だけ」で⾏ないます。机上の勉強だけでなく午後は屋外へも出か
けいろいろな活動を英語で⾏ないます。20時間の英語シャワーを浴びてみよう。

● JET（ジュニア・イングリッシュ・テスト）（2⽉） 
JETは、⽶国IMET（Institute for Measurement in Education and Training）が開発
したテストです。TOEICやTOEIC Bridgeにスムーズに繋がる、⼩学⽣から受検でき
る、コミュニケーション英語の能⼒を測るテストです。JETは、暗記や読解を中⼼とし
た従来型英語学習の成果ではなく、英語運⽤能⼒を測定する事を⽬的に開発され、コ
ミュニケーション英語のトレーニングで培った能⼒を正しく計測する事で、⽬に⾒え
にくい成果を確かめ、正しく次のステップへ進むための指標となるテストです。2⽉ご
ろに希望者に受験していただきます。 第一位　客野（番町小4年） 

第二位　正岡（東雲小1年） 

第三位　大西（石井小1年）  

　　　　　 原田（番町小3年） 

特別賞　沖（番町小2年）  

　　　　　 田中（松前小4年） 

　　　　　 真鍋（新玉小5年） 

奨励賞　高山（味酒小1年）、石川（東

雲1小）、三枝（湯築小2年）、黒川（石

井小2年）、穐岡（番町小3年）、永井

（道後小3年、稲住（味酒小3年）、宇都

宮（味酒小4年）、中井（石井小4年）、

佐伯（東雲小5年）、重松（雄郡小5

年）、田中（松前小6年）

H⼦さん　選抜2クラス(中学1年)	
　私は、選抜クラスに入ったのは2年前です。それまでは
ずっと「会話」の方にいました。だから最初は慣れない
月ごとのテストや筆記の多さにとまどっていました。だ
けど優しく分かりやすく教えて下さる先生のおかげで、
今はなんともなく、楽しみながら勉強しています。今、
英検にチャレンジしています。2回目なのですがやっぱり
きんちょうします。でも自信を持ってがんばりたいと思
います。私はこれから中学生になってもアカデミーを続
けようと思っています。特に復習しながらがんばってい
きたいと思います。

11　 



⼩学6年⽣から始めます。中学から本格的に始まる受験に向けての英語学習をしっかりと⾏
い。余裕をもって受験に臨めるよういに早めに単語や⽂法をしっかりと学習していきます。
先取りの学習ですので、繰り返し学習することにより学⼒定着を図ることが出来ますし、学
校の授業ではまわりをリードすることが出来、⾃信にもつながります。

校名 クラス名 レベル 曜日・時間 対象
一番町 新・選抜1 中学1年 ⼟ 1:30〜3:20pm ⼩6／中1⽣

はなみずき 新・選抜1 中学1年 ⾦ 7:20〜9:10pm ⼩6／中1⽣

一番町 選抜2 中学2年 ⼟ 3:30〜5:20pm 継続中1／中2⽣

はなみずき 選抜2 中学2年 ⽕ 7:20〜9:10pm 継続中1／中2⽣

一番町 選抜3 中学3年 ⽊ 7:00〜8:50pm 継続中2／中3⽣

はなみずき 選抜3 中学3年 ⽔ 7:20〜9:10pm 継続中2／中3⽣

一番町 ⾼1ゼミ ⾼1 ⼟ 5:30〜7:30pm ⾼1

一番町 ⾼2ゼミ ⾼2 ⽊ 7:00〜9:00pm ⾼2

選抜クラス（ ⽇本⼈教師）

中学校で習う英語を小学6年生から始めるクラスです。市内中学で使用し
ている教科書を使って進みますが、中学校英語は小学生でも十分楽に習
得できる内容です。中学校の教科書は英語の基礎要素が全て網羅され、会
話の基本ともなるべき重要文章なので、出来ればすべての文章を暗記し書
けるようにしたいものです。

中1〜中3レベル 
  ・授業料 8,000円/⽉謝 ・テキスト＋ワーク代 実費（約1,600円） 
  ・教材・資料代 2,000円/半年間 
⾼1〜⾼2レベル 
 ・授業料   ⾼1 11,000円/⽉謝 /  ⾼2 12,000円/⽉謝 
 ・テキスト＋ワーク代 実費 ・教材・資料代 2,000円/半年間

選抜ゼミ（英語）

このあと、⾼校3年⼤学受験クラスへと続きます

❶ 英語でのコミュニケーションの⼒を伸ばす 
教科書は会話形式になっていますので、会話の機会を多く取り⼊れ、 
コミュニケーション能⼒を養います。 
❷ 単元ごとに確認テストの実施 
確実な知識の定着を図るためには「復習」が⼤切です。各単元ごとに確認テス
トを⾏い、その単元で学習したことを再度きっちりと押さえていきます。 

❸ 単発⾳クリニック、リーディングテストの実施 
外国⼈教師がみなさんの発⾳を定期的にチェックし、きれいなネイティブに近
い発⾳にしましょう。

 

中高一貫私立コース（ ⽇本⼈教師）
中学⾼校⼀貫教育の私⽴校では、最初の5年間で⼀応の⾼校課程を終了するように計画されています。、愛光中
⾼、済美平成中⾼、新⽥⻘雲などの⽣徒さんには少⼈数グループレッスンを⾏っています。個⼈指導もしていま
すが、気の合った友⼈とのグループレッスンが経済的でもあり、若⼲の競争⼼も出て良い結果が出ています。英
語のプロにおまかせしませんか。現在、愛光⾼⽣、済美平成⾼⽣、中学⽣がグループを、また愛光⾼⽣をはじめ
多くの中⾼⽣が個⼈指導を受けています。ご⼀緒に始めてみませんか？

・⼊学⾦ 5,000円  
・テキスト、ワークなどを使⽤する場合 実費  
・資料代 グループ指導の場合、900円（半年間）

上記、グループ指導、個人指導は中高一貫私立
校だけに限ったものではありませんので、どの
学校であっても同様に対応させていただきます

2013年春には、京⼤に2名現
役合格（愛光3年、新⽥⻘雲
3年）14年は⾹川⼤医学部、
阪⼤外国学部、九⼤法、15
年は愛⼤医学部、東京医科⻭
科⼤学⻭、⼀橋⼤、岡⼭⼤、
横浜市⼤などに合格していま
す。

（すべて税別表⽰です）

（すべて税別表⽰です）
人数 学年 時間／一回 回数 月謝

2人の場合 中学⽣/⾼校⽣ 80分 4回/⽉ ⼀⼈当⽉謝  9,000円
3人の場合 中学⽣/⾼校⽣ 80分 4回/⽉ ⼀⼈当⽉謝  8,000円

個人 学年 時間／一回 回数 授業料/一回
1人 中学⽣ 50分 ご希望で  3,800円
1人 ⾼校⽣ 50分 ご希望で 4,000円

12 
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忙しい⾼校⽣が限られた期間で⼊試に対応するためには要領も必要。確実な構⽂の 把握⽅
法、難解部分は書いて訳してみる、頭からいきなり理解してゆく速読法、整 序、⽂法など
それぞれにコツがあります。もちろん単熟語⼒の地道な努⼒も必要で す。毎回5分単語テ
ストを⾏い、猛烈に覚え込み頭に定着させます。⾼校1年2年の 早い時期に始めて、上の段
階へ進みましょう。必ず英語は得意になりますよ。

校名 クラス名 曜日・時間

⼀番町

⾼1英語ゼミ ⼟ 5:30〜7:30pm

⾼2英語ゼミ ⽊ 7:00〜9:00pm

⾼3英語ゼミ ⼟ 5:30〜7:30pm

⾼3英語難関読解 ⽔ 7:20〜9:20pm

夏期講座（5コース） 別途「夏期講座」ちらしを

秋 ⾼3センター英語対策 ⽕ 6:00〜8:30pm（9⽉から）

秋 ⾼3難関英語読解 ⽔ 7:00〜9:00pm（9⽉から）

大学受験 
クラス

最近特に効果を上げているのが大学受験高3クラスです。秋からの追込みセンタ ー英
語でも、3か月半で200点満点中50点以上も伸ばす生徒がたくさん出ていま す。2015
年1月実施の「センター英語」は118.48点(59%)で、昨年の118.87点、一昨年の
119.15点とほぼ同じとなっています。リスニングも24.5点→31点→33.16 点→35.74 
点とやや易しくなっています。2015年度の高校3年20名足らずのクラスで180点 (9割)
以上の生徒が4人も出ています。過去問題の検証に基づいたアカデミーメ ソッドによ
り、英語力を高めるコツを要領よくマスターしてもらうからです。英 語に王道はあり
ませんが、受験英語の勉強方法は確かにあります。さあ、一緒に がんばりましょう!

・月 謝 　　高3生 13,000円、　高2生　12,000円、　高1生　11,000円 

・テキスト代 約1,000円〜約2,000円(実費)  

・教材資料代 2,000円(半年間)  

・通常コースの他に、夏期集中講座(4コース)、上記の秋期講座、 

　冬休みの直前集中  講座などにつづきます。

先輩たちは現役で 
北⼤、筑波⼤、東⼤(⽂1,3,理2）、東京医科⻭科⼤、東京芸術⼤、東京外国語⼤、⼀橋、お茶⼤、⾸都⼤、 
横浜国⼤、 横浜市⼤、 京⼤(含医)、阪⼤、⼤阪外国語⼤、神⼾市外⼤、奈良⼥、岡⼤(含医)、広⼤、島根
医⼤、 愛⼤(含医)、⾹川⼤(含医)、⾼知医⼤、産業医⼤、九⼤、九⼯⼤、早⼤、慶應、上智、東京⼥医⼤、 
東京⼥⼤、ICU、⻘⼭、中央、⽴教、明治、南⼭⼤、関学、関⼤、同志社、⽴命、関⻄外⼤、松⼤など多数
合格しています

英語アカデミーでは数千⼈も抱える⼤⼿塾や予備校に⽐べて⼗数⼈という少ない⾼校3年⽣の中
から、2007年春には東京⼤学に3名が合格(松⼭東2名、済美平成1名)を果たしました。2008
年~2014年も毎年国⽴⼤学医学部/⻭学部など複数合格者を輩出しています。きめ細かく⼀⼈
ひとりの⽣徒さんの⾯倒を⾒ているのが⼤きな特徴でしょう。ぜひ⼀緒に始めませんか。 
           （始めないと前へ進まない）

医歯系にも強いよ

愛大医学部(医) K男(松山東現役)  
 英語アカデミーでは少人数で、集中して取り 組め、何よ
り最大のメリットは、問題形式に慣 れることで解答所要
時間が大幅に短縮され、長 文に臨む時間がより多くとれ
るようになったこ とです。それまでの僕は常に時間が不
足しみす みす点を失っている状態でした。 
岡山大医学部(医) M男(愛光高現役) 
通い始めてすぐに成績が上がったわけではないのですが、
夏の終わりの模試ではそれなりの偏差値がとれるようにな
りました。英語アカデミーの講座を受ける中で重要だと感
じたことは、自分の解答をプロに見てもらうことです。自
分なりの勉強で読解と英作文の問題集を使ってはいたので
すが、あくまでも英語に触れることを習慣づけるためのも
ので、実質の二次対策は全て、アカデミーにまかせていま
した。

お茶の水大文学部 A子(松山東高現役)  
 私が一番単語を覚えられたのは、授業 の最初に毎日行わ
れる単語チェックで す。一日に百個の単語を覚え、次の日
に ちゃんと覚えているかどうかテストを し、間違えた単
語はその次の日に新たに 覚えた百個と一緒にもう一度テス
トする というものです。一回ではなかなか覚え られなかっ
た単語も、一週間続けること で覚えられるようになりまし
た。 
奈良女子大文学部 N子(松山南高現役)  
 もし、「センター対策」をアカデミー で受講しなかった
らと思うとゾッとしま す。最近のセンター試験は傾向が変
わっ てきましたが、精神的にゆとりをもって 落ち着いて
受験することができたのは、 アカデミーでやったセンター
対策直前講 座のおかげです。

大学受験英語（高校生、高卒生、社会人）

すべて税別表示です
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研修コースの担当者からご相談 
(1)どの水準の語学力をどれぐらい
の期間で 必要とするか?  
(2)特に重点を置きたい点は何か、
経営戦略上 何が必要なのか？ 

企業内あるいはさまざまな学校(幼稚園含む)での語学研修、また 団体
やサークルなどで英語、中国語、韓国語研修が必要な場合には この研
修派遣制度をご利用下さい。長年にわたり約70社(団体、学 校)で派遣
の経験がある当校が、お客様の目的に即した最適の語学 研修方法をご
提案させていただきます。

語学研修派遣
英語・中国語・韓国語

成果確認のための模擬テスト
実施終了、または継続を決定 

外国人教師派遣レッスン 
8,000円(60分/税別)から～ 
 ご相談に応じます 

コース内容の決定 (a)目的、(b)時
間、(c)期間、(d)人数、 (e)テキ
スト選定、(f)評価方法など 

(現在、松山校では松山市地元の大手
メーカー、東温市や西条の大手メーカー
さんなど、また横浜校からは東京都内
の 企業にも新人研修として外国人に
よる英語研修を行 なっています) 

定期授業 

業務サービス
英語アカデミー「翻訳部」ならびに「英文校正」では35年に
わたり、世界のお客様 を対象に「翻訳」という仕事を通して
強い絆と信頼をいただいています。お客様に は企業、大学、
学術機関、研究機関、医療機関、国、地方自治体、個人のお
客様 にいたるまで幅広く、また日英、英日翻訳内容も多岐に
わたっています。ハーバ ード大学大学院卒のマリン・バーチ
が責任を持って英語最終校正を行っています ので英文につい
てはご安心下さい。 (愛大工学部などでは25年余も英語論文校正のお手伝いをさせ
ていただいています)

ビジネス全般:  
建設会社、ホテル、旅行業、飲食業、製造業(製紙、水質関連、柑 橘など)、金融、
石油化学、海運造船業、TV番組、バス協会、ホームページ英訳、観光パンフレット 
大学学術:  
愛大、岡大、阪大、京大、東大、横浜国大、東京芸術大など(医学部、工学部、 
理学部、映像学科など)    
医療関係、研究機関報告書 
国、地方自治体: 自治体ホームページ、県勢要覧、市勢要覧、 
観光ガイド、警察本部 
戸籍など法的書類: 

「英文チェック校正」 「早い翻訳
サービス」   をご覧下さい

くわしく
は 

www.e
8686.jp 翻 訳 ⽇本⽂（400字）→ 3,400円    

英語→⽇本語 英語1wordにつき8.5
円〜英⽂校正 英語1wordにつき 8円〜9円

ご希望に応じてTOEIC (模擬テスト) 
あるいは面接を実施 

＊すべて税別表示です

http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp
http://www.e8686.jp


International Preschool (プリスクール) 
「英語100%による幼児教育」をアメリカの幼稚園の方針に沿った英語幼稚園
「HK(エイチケイ)インターナショナル」も併設しています。親の確固たる 
信念があればお子さまは完全なバイリンガル(2か国語が話せる)になります。

HKインタ-ナショナル

英語だけを使う幼稚舎

⾔語習得は、幼児期に⻑時間その⾔語に浸り、実際にその⾔語で⽣活していく事が理想的です。フル
タイ ムコースでは、1⽇4時間半(週5⽇制)の在園中は、ネイティブの教師と英語だけを話す⽇本⼈ア
シス タントが担当し、レッスンはもちろん、普段の⽣活、遊びや昼⾷も、ドアを開けた瞬間からす
べて英語で ⾏われます。詰め込みではなく、⾃然に英語が⾝に付くように⼯夫され、さらに国際感
覚も養えます。2 才の「ルークラス」から週2回で徐々に慣れ、2才半程度から「フルタイム」に⼊る
ことが出来ます。幼児 期の⾔語能⼒のすばらしさは信じられません。⼀度、HKインターナショナル
の「動画」をご覧下さい。 「百聞は⼀⾒にしかず」です。

エイチケイ

あけてみて 
www.e8686.jp

このコースは、お⼦さまが他の幼稚園に通いながら、午後や⼟曜⽇に英語に少しでも⻑くふれた
いと希望 される⽅のコースです。お⼦さまには、学問に対する知的好奇⼼を上⼿に育ててあげた
いものです。語学 学習に最適なこの時期に、しっかりと本物の英語に浸って(イマージョン)下さ
い。ぜひお越し下さい。
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❶フルタイム（週5日制）

① Pigletクラス (最年少、年少)　外国人教師+アシスタント 
対象幼児: 平成25年4月2日~平成26年4月1日生まれのお子さまと 

平成24年4月2日~平成25年4月1日生まれのお子さまと
時　　間: 月曜日から金曜日の午前9時30分~午後2時00分
② Tigger, Rabbit, Owlクラス (年少 、年中、年長)　若干名 
時　間: 月曜日から金曜日の午前9時30分~午後2時00分

入学金 100,000円(一回限り)　(兄弟姉妹の二人目からは半額)  
授業料 年長・年中  55,500円/毎月 
 年少・最年少 60,000円/毎月　(兄弟二人目から授業料は15%引)  
年間経費 15,000円(半年分)×2回 
傷害保険   4,510円(1年分)　東京海上日動火災 
昼 食 昼食は各自ご持参下さい(希望者には給食も週2回) 

❷パートタイム（週1日）

(1)Baby Roo( イ ー・ルー)クラス (午前パート) 
対象 1才児~2才児 

(2)Roo(ルー)クラス (午前パート) 
対象 2才児~3才児 週2回 火曜日と木曜日 10:00am~11:30  

 (週2回から順次回数を増やしていき、無理なくフルタイムへと移行) 
(3)After Kinder Course(幼稚園放課後クラス) 

① Aクラス(年少~年長) 月 3:30pm~5:00    主に継続 
 ② Bクラス(年中・年長が中心)金 3:30pm~5:00　主に新 
(4)HK Elementaryクラス (原則としてHKI卒生)

③ 小学低学年(新1年生)     木 5:00pm~6:30 
 ④ 小学中学年(新2~4年生)  金 5:00pm~6:30 

(5)Saturday School (原則としてHKIフルタイム卒生) 
⑥ Aクラス(新1+2年生)  土10:00am~2:30 

 ⑦ Bクラス(新3~6年生)   土10:00am~2:30

フルタイムかパートか、お 悩み
でしたら絶対に「フル タイム」
を強くお勧めしま す。毎日英語
にふれること により、より自然
に早く習 得できます。さらに語
学習 得に一生で最適な時期は今 
しかないのですから。フルタイム
の英語とパートの 英語の差は、
歴然です。

現在、横浜市と松山
市で 「HKインター
ナショナ ル」を展開
しています。

横浜元町校 
231-0862  
横浜市中区山手町184-2 
☎045(624)1556

松山校 
790-0001  
松山市一番町2丁目9-6 
☎089(986)8810

日本一の幼児英語教育
を めざしています

すべて税別表示です
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おとな・こどもを対象に、iPhone, iPad, iPad miniに内蔵されている
「FaceTime」を使って、あるいはスカイプ（Skype）を使って、テレビ電
話のような形で、勤務先や⾃宅で受講出来ます。1:1のレッスンですの
で、皆様のご希望に沿った英会話が出来ます。講師は、ネイティブ・スピ
ーカーやご希望であれば⽇本⼈講師からも学べます。⽇常⽣活に必要な英
語コミュニケーションが養えます。空き時間をご利⽤ください（10分〜）

ネット・ワン（i-TELE英会話）

一番町本校� 
〠790-0001 松⼭市⼀番町2丁⽬9ー6

英語アカデミー・HKインターナショ
ナルのクラスで、自然現象（台風、暴
風警報、暴風雪警報など）で臨時休
校となる場合は、補講日は特にあり
ませんので、予めご了承ください。

募
集
中

オンラインによる英会話レッスン
全国 

どこからでも 
参加出来ます 

1:1

送迎バスコースご案内 
（2016年4⽉から） 
⼩学校へのバスお迎えもあり
ます。⽯井、森松、古川地域
を「はなみずき校」へ。 
⼀番町校送迎については 
ご相談ください。

English Academy, Inc.
英語アカデミー

Phone (089) 931-8686 
　 email:  e8686@eigo-academy.com 
Webpage:  www.e8686.jp/

大学入試必須の英単語を効率よく
覚えるための英語アカデミー開発
「アプリ」。スマートフォン対応
です。　購入費用1,000円＋税

大学入試「英単語1,200」

これは、多くの意味が書いてある辞書的なものでなく、「単語」
を覚え易くするための道具です。とにかく重要な最低限の意味だ
け掲載して、覚えることに専念します。#1～5レベルはセンター
試験には絶対知っておかねばならない基本＋中級単語、#6～10
レベルは「記述2次試験」に必要な中級＋上級単語。最後の
#11,12レベルは難関大学や時事問題などの頻出単語が入ってい
ます。いままで難関大学合格者はだいたいこの1,200語は覚えて
いましたね。英検用、TOEIC用の単語も準備中です。

時間があればどこでもいつでも
5分間覚えよう16

講師 英語ネイティブ先生 or 
英語堪能な日本人先生 

レッスン　　　
時間

10分／1レッスン 
但し連続で40分までのレッスンは可能です

曜日 月〜金 

時間帯 ご相談いたします

内容は 日常英会話、ビジネス会話（ご相談を）

レベルは 入門者から上級者まで

テキストは 相談の上、決めていきます

授業料／10分
レッスン

1,000円 
10枚チケット10,000円のプリペイドの購入とな
り、レッスン毎に減っていきます 

テキスト代 実費（ご相談の上）

入会金 2,000円（一回のみ）

予約とキャン
セル

予約は6時間前まで可能、キャンセルは3時
間前まで無料でそれ以降は1チケット徴収さ
せていただきます

アイテレえいかいわ 

通学する必要は 
ありません、 
勤務先や自宅から

「FaceTime」や「
ス

カイプ」を 
使って個人レッスン

 

すべて税別表示です

英語アカデミーでは「塾保険」に 
加入しております 
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