こども英会話（外国⼈教師）
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。

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。
（すべて税別表⽰です）

校名

クラス名

はなみずき校

フジグラン校

送迎バスがあります

（すべて税別表⽰です）

曜日・時間

対象

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

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

・授 業 料
・テキスト代

6,500円/⽉謝
実費（約3,000円）

・諸費

1,500円/半年間

幼児英会話クラス（ 外国⼈教師）
フジグラン校
年中・年⻑ 新クラス（新）
⾦ 3:55〜4:40pm
（すべて税別表⽰です）
・授 業 料 6,463円/⽉謝
・諸費

1,500円/半年間

・テキスト代

年中・年⻑
実費（約3,000円）

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
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

（すべて税別表⽰です）・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）

ルーキーズ英会話（ 外国⼈教師）
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
（すべて税別表⽰です） ・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）

9

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。
校名

一番町校

はなみずき校

クラス名

曜日・時間

対象

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

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

（すべて税別表⽰です）・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）

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。
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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。

こどもイベント
● 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。

● 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。

● 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。

● 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

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。

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）

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。
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