
こども
小学生をただいま受付中です。ぜひお越しください

始めませんか？

最初から外国人教師にふれる　　　音が聞き分けられる　　　リスニングはほぼ満点に！ 
小さな頃に習得したきれいな正しい発音は、　　一生の財産として残りますね

マリン・バーチ校長 
ハーバード大学教育学部大学院にて 
「脳、知力、教育」を専攻、卒業

一番町校 木　5:00～6:20pm 低学年初心者
はなみずき校 金　4:30～5:50pm 低学年初心者

はなみずき校 火　4:30～5:15pm 全学年初心者
フジグラン校 水　4:45～5:30pm 低学年初心者
フジグラン校 金　5:45～6:30pm 低学年初心者

インターナショナルJr(ジュニア）

小学生　初級会話A

新
英会話経験者には中級以上のインターナショナ
ルA～Cクラスまであります。ご相談下さい

英会話経験者には中級以上は他に　　
クラスあります。ご相談下さい

外国人教師　週1回80分　月謝10,200円（税別） 
「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

外国人教師　週1回45分　月謝6,500円（税別） 
外国人先生が初歩からていねいに楽しく教えます
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まずは一歩前へ！
One Step Forward!

HKインターナショナル
☎986-8810

Marin Burch, 
Ed.M Harvard University

一番町本校� 
〠790-0001 松⼭市⼀番町2丁⽬9ー6

Phone (089) 931-8686 
email:  e8686@eigo-academy.com 
Webpage:  www.e8686.jp/
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英語アカデミー

　　　　22年～27年度　　英検合格者　　　 
高卒レベルの　　　2級x11名（小1～中学）　　 
高1終了レベルの　準2級x26名（小1～中学） 

英会話 おめでとうございます
ご入学 
ご進級

新
 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」クラス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。

小学生でもすばらしい
結果が出ています

小学生こどもの英会話レベルは？
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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。

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）

おとなコース

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。

やさしい英会話（ ⽇本⼈教師）

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）

大人の実践英会話（日本人＋外国人教師）

わかる英会話（日本人＋外国人教師）

一般英会話（外国人教師）

他にも「わかる英会話」「大人の実践英会話」などがあります。詳しくホーム
ページをご覧ください。

こどもコース（小学生）

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

 ・授 業 料 毎⽉銀⾏引落し ・⼊学⾦ 5,000円＊すべて税別表⽰です 
 ・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 回数
はなみずき校 TOEIC600点突破講

座
⼟ 10:00am〜12:00 13回（26時間）

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。

  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 
 単語熟語編 1,300円（税別） 

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。

TOEIC 600点突破講座（⽇本教師）

途中入会もOK

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。

語学研修派遣
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。
(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) 

業務サービス

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、東京藝術大学など(医学部、工
学部、理学部など)   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: 
個人、裁判所、市役所、公証人役場、ホームページ英訳、個人的手紙など

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

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 

個人・グループレッスン（アップル） 

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 3,800円／高校生 4,000円

個人レッスン（税別）

フリータイム予約制 
1：1の英会話 
集中凝縮レッスン 
回数チケット制

すべて税別表⽰です

小学生英会話クラス（ 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。

・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）（すべて税別表⽰） 
・⼊学⾦ 5,000円

インターナショナル（ 外国⼈教師）
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）（すべて税別表⽰） 
・⼊学⾦ 5,000円

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。

選抜クラス（ ⽇本⼈教師）

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 1:00〜2:50pm 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

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  （全て税別）・⼊学⾦ 5,000円

 

新小学6年生には
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)

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。

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 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

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

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

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


