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小学生になったら。。。。英語どうする？ 
 

黒部 美子                     

 今日オフィスに行く途中ラン 
ゲージ幼稚部の卒園生に会った。こ
れからスイミングレッスンに行く
とかで大きなバックを下げていた。
バスタオルと水着だけにしては大
きいねと聞くと、実はスイミングの
後に塾に行くという。そこでは毎日
４時間週５日通っている。ちなみに
この子は小学４年生、本人いわく中
高一貫への受験を考えているので
受験準備を始めるには決して早く
ないのだという。この卒園児さん、
在園中に児童英検にも合格した努
力家である。コロナで学級閉鎖とな
った時も、学校からのオンライン授
業が終わると漢字の書き取り練習
をしたり、プログラミングの復習を
したりと自分の学習スケジュール
をちゃんとこなしている。ところ
で、「小学校ではどんな英語のお勉
強しているの？」と尋ねたところ、
週１〜２回簡単な会話学習をして
いるという。「へえ～会話ってどん
なの？」と聞くと What is your name? 
Where do you live? What did you eat 
for dinner?みたいなやつという。
「これ○○ちゃんには簡単すぎな
い？」「うん、でもわからない子も
いるからしょうがない」という。 
 
２０２０年から必修化となった

小学校英語であるが、文科省の掲げ
る目的はグローバル化の時代を生
きる子供達にとって、コミュニケー
ション手段としての英語力をつけ
るということである。ランゲージ・
ハウスではこの１０年間公立、私
立、国立と英語教育の方法が多少異 

なる学校に卒園児を送り出してい
るが、保護者の方々からの小学校英
語に対する心配は同じで、「このま
までは英語でコミュニケーション
を取れるようにはならないのでは
ないか。」という。 
 
 新学習指導要領では、「話す」を
コミュニケーション力と発表力に
分けている。発表力とはランゲージ
でやっているような show and tell
のように自分の意見を相手に伝え
る語学力である。これに「聞く」「読
む」「書く」をバランスよく中学ま
でに学習するとなっている。小学校
では「話す」「聞く」を中心とした
カリキュラムが組まれていて、その
ために習得する英単語は７００語
を目標としている。問題は７００語
の教え方である。今のように週１ 
回～２回では先生の言った単語を
発音した後に、そのスペルを視覚で
捉え、フォニックスに結びつけると
いう学習方法があまり行われてい
ない。英語を母国語とする国々で
は、この綴りと発音の関係を学ぶフ
ォニックスがナーサリースクール
から始められていて、W はダブリュ
ーではなく wh や wo と組み合わせて
「ウ」に近い発音になること Cなら
シーではなく「ク」に近い発音にな
ることを徹底的に教えられる。これ
によって本が読めるようになり、単
語の前後関係から話の内容がわか
るようになる。日本の小学校が７０
０語を目指すのであれば、児童に丸
暗記をさせるのではなく、フォニッ
クスとセンテンスを結びつけた学 
 

黒部先生のエッセイ① 
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習をすることが必要であると考え
る。ただしフォニックスを教えるの
はネイティブが望ましい。微妙な発
音やイントネーションが単語の意
味すら変えてしまうことがあるの
で日本人が教えることはかなり難
しいと考える。YouTube などでも 
フォニックス学習はできるので、小
学生を持つ保護者の方々にはぜひ
検索し、自分のお子さんが好きそう
なフォニックスプログラムに出会
って欲しいと思う。 
 
新学習指導要領に基づいた小学

校外国語教育新教材について少し

だけ私の意見を述べたい。小学校

３、４年生の英語教材（例えば 

Let’s Try）を見るとかなり内容が濃

く、これをしっかりやれば力はつく

と思う。ただし、毎日やればという

条件がつく。これだけの内容を週１

〜２でこなすのは神業に近い。子供

達にしっかり内容の理解ができ、コ

ミュニケーションに取り入れられ

るという実技が伴って初めて意味

のある学習になる。それよりも「良

い英語の書籍」を年齢に合わせ、内

容から英語だけでなく、生きる力、

世の中を理解する力を育みながら

読みこなしていく方が英語の上達

につながると考える。そしてテキス

トはあくまでも家庭でのサポート

にする。なぜならテキストは子供が

自分 1人でもできるような受け身の

学習だからである。しかし英語の書

籍は教師のサポートなしには読め

ないし理解もできない。ここで in 

person 学習の効果が生まれると思

う。 

アメリカに暮らしていて学校巡り 

をしていた頃、「良い学校」と言わ

れるところの図書室はどこも充実

していた。保護者が行うバザーなど

も出版会社に協力してもらい、新書

をバザーで保護者に買ってもらい、

それを学校に寄付するということ

を行なっていた。また、街にある古

本屋も児童書籍が充実していて、古

本屋が開催する読み聞かせの会や、

作者自身がイベントを行ったりと

「良い本で子供を育てる」という精

神に満ちていたように思う。小学校

の英語学習の現状は教える教師の

側からも厳しいものがあると思う。

もし適切なトレーニングシステム

の元に教える側の英語学習のカリ

キュラムが組まれていたら、小学校

の英語学習は効果的なものになる

し子供達の英語に対する興味もよ

り大きなものになる。今までどれく

らいの日本人が海外の小学校での

英語学習を見学してきたかはわか

らないが、英語教育をデザインする

人たちが行ってきた現地での見学

や研修は我々国民の税金で賄われ

てきたと思っている。であればもっ

と具体的、かつ有効的に、日本の将

来を背負う子供達のための英語学

習方法を再度模索し組み立て、３年

生ではここまで英語でのコミュニ

ケーションができるようになると

いう具体的な目標を立てて前に進

んでもらいたい。日本人の子供たち

の前には、アジアの多くの国々の子

供達が、その国の英語教育に牽引さ

れ前に進んでいる。日本人はこれ以

上遅れをとってはならない。 
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幼稚部 Mercury(年長クラス)の保護者さんに聞いてみました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

はい 100％

 
 
◆英語をこれからも好きでいてもらうため。 
 
◆今までのことを無駄にしたくないのと、将来のためにも、ずっと英語に関わってほしい
から。 
 
◆本人のやる気と、私（親）と息子で英語学習の目標をどこに置くかで、まだ不明確な
ところがあるが、ILH でたくさん吸収していそうな（していて欲しい）英語を引き出して息子
の力にできたらいいなぁと思っているため。 
 
◆将来、英語が話せる事によって、いろんな選択肢が増えるから。 
 
◆学習と言える程ではないかも知れませんが、英語に触れる機会を定期的に持たせ、
どんな言葉でも相手の言いたいことに耳を傾ける子に育ってほしいと願っています。 
 
◆継続しなければ、忘れてしまうと思うから、他同様のご意見 
 
◆せっかく上達した英語力を落としたくないので。 
 
◆幼稚園 3 年間で学んだ事が、小学校になり、何もしないとすぐに忘れてしまい、もっ
たいないなと思うので、続けたいと思っています。 
 
◆本人の希望だから。 
 

＜Education＞  

卒園後の英語学習 

 

 英語学習を続ける理由を教えてください！ 

卒園後も英語学習を続けますか? 
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◆キッズデュオに通わせます。 ミッキーマウスは、英語で観せます。 

◆学校の授業、オンライン英会話 

◆未定。ILH の新たな放課後クラスに期待しています。 

◆チケット制の英語のクラフト教室やサマーキャンプを検討中です。 

◆外国人の先生の英会話教室で良いところがあればと思って探しています。 

◆オンライン英会話 

◆iPad で音読 

◆ベネッセ 

◆思案中、他同様のご意見 
 

◆アフタースクール。おすすめかどうかはわからないですが、ABCmouse は楽しんでや

っていたようです。達成感があるのがいいのかも？ あとは、市販の英検Jr.のテキストな

どで読み書きさせて抜けているかもしれない基本的な事を定着させようと思っていま

す。 

◆スマイルゼミ、 kids duo、 YouTube 

◆英語の学習アプリ(starfall.com)で遊び、英語の学童に行かせようと思います。 

 

どのような方法で続けていこうと考えていますか？ 
 オススメのテキストブックや、インターネットサイト、アプリなど

教えてください。 

 
◆ILH で身についた英語力の維持と更なる成長の為。 本人の英語へのモチベーショ
ンを落とさない為。 英語をツールとして使い世界に興味を持つよう成長してほしい為。 
 
◆将来英語は必要だから。子供は覚えるのも早いが忘れるのも早いので、細くても長く
続けて行きたい。 
 
◆これからの社会で英語は必要だし、ここで学んだことを無駄にしないために。 
 
◆日常生活で必要になってくるから 
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小学５年生 男子 
  
◆学習方法◆ 
自宅で本を読んだり、YouTube を見たり
する程度ですが細々と続けています。 
卒園後は、英語はお腹いっぱい、という
感じも受けたので英語嫌いにならないた
めにも 2 年生終盤まではほとんど何もし
ませんでした。その後なんとなく英語に興
味を示し出したのをいいことに、少しずつ
英語を思い出すことをスタートしました。
ランゲージの在園中に Thom 先生がきっ
ちりフォニックスを仕込んでくれたおかげ
で！！ 英語をほぼ完璧に読んだり、発
音できていたことが英語を再開するにあ
たって大きかったです。心がけていること
は、英語を勉強するというより、英語で何
かを学んでみる、ということを大切にして
います。そしてその時々に興味を持って
いることに必ず紐付けて学習していま
す。宇宙、飛行機、音楽、お笑い、マイン
クラフト etc...。今は面白い教材や動画も
手に入りやすいです。私も一緒に英語を
楽しんでいるという感じです。 
 
◆学習目標◆ 
目標は特にありません。 
本人は将来 5 ヶ国語くらい話せるように
なりたいという夢はあるそうです 笑。 
 
◆英語の資格受験の有無◆ 
英検は、日本式の英語習得の仕方をし
て欲しくないのであまり受けさせたくはな
いのですが、受けてみたことはあります。 
 
◆３月卒園する Mercury さんへ一言◆ 
・卒園するマーキュリーの子たち、保護
者の方へ。ランゲージで学んだ英語力は
本人や保護者が思っている以上のもの
だと思います。今、目の前でペラペラと
英語を喋っていなくてもランゲージでの 3
年間の礎は必ずできています。今後もそ
の年齢の知的レベルに応じて上手に引
き出してあげてください。 

幼稚部卒園生は、 

卒園後の英語学習どうされていますか? 

小学４年生 男子 
  
◆学習方法◆ 
英語のアプリや英検の単語本を見たりし
ています。 
子供がやりたいと言うときに、English 
time に付き合うようにしています。 
 
◆学習目標◆ 
英検一級を取ることだそうです。←一級
の凄さを知らないので、この目標を掲げて
いますが、根拠のない自信も大事だなと
思っています� 
 
◆英語の資格受験の有無◆ 
英検や英検ジュニアを受けたことがありま
す。 
 
◆３月卒園する Mercury さんへ一言◆ 
ランゲージでの経験が『英語大好き』に繋
がり、自分の目標を見つけることができま
した。いつまでも英語=楽しいが続くといい
ですね。 

 

小学１年生 女子 
  
◆学習方法◆ 
幼稚園で英語に親しんでいたので、継続
したいと思い Community School に通って
います。下校時間や兄弟の習い事との兼
ね合いがあり、放課後のタイムスケジュー
ルが案外悩ましいのですが Community 
School のレッスンは通いやすくてお気に
入りです。会話中心のレッスンで、毎週子
どもがとても楽しみにしています。 
 
◆ILH で学んだ英語で◆ 
英語力や外国文化への親しみがあると学
校やプライベートでも楽しみが増えるよう
に感じています。I L H での経験は大変貴
重なものになっています。 
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Mercury や在園生へ 

From Janna 先生、Carlos 先生、Thom 先生 

You did it, Mercury class! You finished 3 years of learning English at 
ILH. but I hope your English learning doesn't stop there!  
The best way to improve your English is to use it every day! Even if it's 
just for 5 minutes. I hope to see you again and have a nice long chat in 
English together :) 
Good luck! I'm cheering you on! 

Lots of love,  

Janna teacher 

 

英語学習を 
頑張っている 

English is not only a tool for the future, it is a key. A key to the world. 
With the power of English, new futures can become possible; new 
people can become your friends. New places can be explored. English 
is a unique power, because most of the modern world can appreciate it. 
I think that studying English for school and test scores is so misleading 
and unfortunate. I prefer for students to study English for 
THEMSELVES, and for making friends and experiences! 
 

Carlos teacher 

To the graduating Mercury class- 
The last few years it's been so great to watch you grow into the bright, 
young individuals you are now. Going forth into elementary school and 
beyond you will certainly face even greater challenges. But I believe 
you are ready and have the tools to go forward. Of the many tools you 
have in your arsenal, English is certainly among the most important. 
Knowing English is the key to open many doors on your journey 
in life. But as they say, you must "use it or lose it!" Language House 
has trained each of you to be outgoing individuals, so I encourage you 
to make friends and talk to people from all across the world. I wish you 
the best of luck and success in your studies. Come back and visit us at 
ILH anytime! 
 
Take care, 
Thom teacher 
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その他 
空手、英語、塾、サッカー、チアダンス、 
ギター、七田式、ヤマハ音楽教室、していない等 

のご回答を頂きました！ 

 

 

2022 年度より卒園児、また、帰国子女やインター出身の英語経験者に 

向けた英語補習校が開講します。皆様、お子さんの卒園後の英語力維持を 

望まれるものの、皆さん習い事や塾に忙しいのが現状です。しかしその現状を

汲み取った週１回１時間のクラスでは英語力維持やその必要性への気持ちを

薄れさせてしまいます。そのため最低週２回(週２回でも少ないですが)、１日

2-3 時間ネイティブの先生と英語のみで過ごすことで英語をなんとか自分のも

のにしてほしいというランゲージ・ハウスの思いから開講することとなりました。 

英語力維持には保護者の方の覚悟と工夫が必要です。ぜひ多くのお子さん

に、慣れ親しんだ環境で英語を続けてほしいと思っています。 
 

英語補習校のご案内 from 幼稚部 

ところで。。。 

みんなさん、どんな習い事をしていますか？ 

1 位 スイミング（13 人） 
2 位 ピアノ（6 人） 
3 位 くもん（5 人） 

 

 

 

４位 体操（4 人） 
５位 バレエ（3 人） 
６位 ダンス（2 人） 

 ７位 そろばん（2 人） 
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素晴らしき反抗期！                 黒部 美子  

 

 

 

 

 

 

  

と言ったら、とんでもないという保護者の方々の顔が浮かぶ。日々子供
達の反抗期と戦い、疲れ果て、絶望を感じ、しかし我が子だから憎むわけ
にもいかず、何度かはブチ切れそうになりながらも必死でこの時期を乗り
越えていく、そんな保護者の皆さんへ私の経験値から少しアドバイス。 
 

1、 反抗期は早期に始まる方が良いと心得よ 
私の従兄弟は幼い時に全く反抗期らしきものがなく、親戚縁者に「ま 
あ、なんと良い子でしょう。」と常に褒められていた。ところが大学 
時代に経験した失恋から反抗期が始まり、それはそれは大変な騒ぎと 
なった。 

2、 反抗期は体力の勝負。子供も親も疲れるもの。 
反抗期、特に小学生になってからは体力もついてくるので、赤子の腕を 
ねじ上げるなどは親にとっても危険が伴う。私はよく子供達と競争した。 
かけっこ、縄跳び、あるいはゲームでもいい。負けた方が言うことを聞く。 

3、 反抗期は子供にとって大変重要な成長過程。 
反抗期が酷ければ酷いほど将来は明るいと思うこと。これは体験からの真 
実です。私の子供達の中で一番大変だったのが次女。一度山手線の中で騒 
ぎ出し、それを抑えられない私に乗客からの冷ややかな眼差し。その張本 
人が今では一番バランスの良い生活をしていると言う事実。 

４、反抗期の子供に遠慮するべからず。 
こんなことを言ったら子供がふてくされて口を聞いてくれないんじゃな 
いか、親を無視するんじゃないか、もしかしたら何処かへ行ってしまうん 
じゃないかなどは心配しても始まらない。だいたい子供達はお布団と食事 
のあるところはどこか知っている。私の次男は小学生の時に家出を企てた 
が結局犬小屋で一晩を明かし、寝ごこちは悪いし犬の餌は食べられないこ

とを知ったのです。 

5、 無責任なアドバイスかもしれませんが、イヤイヤや反抗期は 
横目で子供を愛しながらほおって置くのが一番です。 
ただ、無視してのほおっておきは親に対する不信感が生まれるので NG。 

黒部先生のエッセイ② 

そして一番大切なこと。最近の子供たちはのりしろが狭くなっています。
習い事や塾で子供本来が持つべき時間がなくなっているせいかもしれませ
ん。習い事も塾も受け身の生活です。将来バランスの良い大人になるため
にも、のりしろをしっかり確保することが大切です。 
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幼稚園の支度

読書

お風呂

配膳

Q.お子様の日常スキルを教えてください！

いいえ 90.9％

Q.お子さんは反抗期もしくはイヤイヤ期ですか？

はい

いいえ

＜Child Care＞  
お子さんがやってもらわなきゃいけない事を拒否したり、 

中々してくれない場合の対処方法！ 

 Ｑ．イヤイヤ期、反抗期のエピソードありましたら教えてください！ 
 

◇魔の 2 歳、悪魔の 3 歳、とにかく気に入らないことがあるとギャン泣き＆怒ってば

かりだった。4 歳になって急に天使になった（笑） 
 
◇線路で電車を見てたり、公園で遊んでいたりしたあとの帰宅拒否が凄くて、出かけ

る前から憂鬱だったこと。 
 
◇ジュピターのとき、Bob バスに乗らず家の中に逃げて鍵閉められました。鍵を開け

たときには裸でした笑 
 
◇床に這いつくばって泣き喚く。 

◇大変だったなぁとしか覚えていません。。。 
 
◇今までイヤイヤ期というのもなかったのに、反抗期、真っ只中。 自分の意思がし

っかりしてきて、とにかく嫌な事はしません。どうしたらうまく誘導できるのか教えて欲

しいです！ 
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園ではどうされていますか？ 

先生教えて
下さい！ 

幼稚部 
◎基本的に幼稚部にいる間は、子ども達は弁えているので指示された事を拒否す
ることはない 

◎幼稚園で頑張っているので、家で親の言う事を聞かないのはあたり前 

◎成長過程だと思って子供に付き合う 
 
◎もし幼稚部でやらなきゃいけない事を中々やらない場合、子供達が間違って理
解していることもあります。その子の話を聞いて、先生からきちんと説明し子供の理
解を助けてあげる。そして、先生と子ども達が妥協できる方法で進めてあげる。 
 
◎コミュニケーションが大事！ 

Fujisaki 保育園 

◎人、場所、場面の切り替えをして気分転換を図る 

◎行動に見通しを持たせる 

◎一旦、引いてみる（なぜさせたいのか、本当に必要なのか） 

◎自信をつけさせるために褒める（気持ちが上がるような声掛け） 

例えば着替えを嫌がる時には洋服を 
2 種類用意して、どちらを着るか選ばせ
るなど、着るか着ないかではなく、どちら
にしても着るように仕向けます。 
靴を履きたくない、などで靴を二つ用意
できないような場合には、「お手伝いしよ
うか？それとも自分で履く？」と履く方法
を選ばせて、履かないという選択肢は出
しません。 
保育園では否定的な声掛けはしませ
ん。肯定的な声掛けで、期待を持って次
の活動に移れるようにします。「おもちゃ
を片付けないと散歩に行けないよ」では
なく「おもちゃを片付けたら散歩に行こう
ね」という感じです。 
いつも上手くいくとは限りませんが、上手
く行ったときには大いに褒めて「褒められ
たらうれしい」という経験をたくさん積ませ 

チャイルドコーチングアドバイザー資格をお持ちの 
Nakajima 保育園の棚原先生より 

てあげてください。 
困った行動をとるよりも、褒められる行動
をとる方がうれしい、と実感していくことで
少しずつ困った行動は減るはずです。 
1.2 歳児の子どもには「新しい洋服を着る
と気持ちがいいね」「みんなでお散歩に
行くと楽しいね」など本人の気持ちを代
弁してあげます。3 歳児以上になると「荷
物を持ってくれてお母さん助かっちゃっ
た！」「困っている子のお手伝いをしてそ
の子も喜んでるね」など相手がどう思って
いるか、を褒め言葉に入れると効果的で
す。 
回り道だと思わず、困った行動を減らす
ためにはまずたくさん褒めるようにしましょ
う。子どもは誰もが期待に応えたいと思っ
ているはずですから。 
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ILH History 

1 人目のエンジェルがみちよ先生である。面接の時のみちよ先生は紺色のスーツ

に髪型はセミロングのボブ、どこから見ても妙蓮寺の美しきミセス、保育士さんと言う

イメージではなかった。しかし話を聞いているうちにインターナショナルスクールでの経

験値もあり、また実家はランゲージからは５分ほどのところにある。なんでもこ主人は

浅草で事業をされているとかだが、実家から通われるとのことでお願いすることにし

た。正直なところ保育士さんにしては品が良すぎておとなしそうにも見えたが、今は冬

でも素足で走り回っているみちよ先生を見るにつけ良い人材は現場に配置して初め

て真の力が発揮されるのだと感じている。 
 

さて、二番目のエンジェルがキースというアメリカ人である。幼稚部を設立する３

年ほど前から英語講師を他園に派遣していた外国人の 1 人である。かなり個性的で

はあるが、若い頃から世界各国を旅していて、海外の文化的知識が豊富だった。今

でも外国人講師派遣プログラムの柱となっている”World Tour”のオリジナルはキース

が脚本を書いてくれた。またアメリカ国内のお祭りやちょっと変わった宗教儀式をわか

りやすく子供達に表現できる唯一の講師だった。 

彼の結婚式に出席した時、アフリカの儀式を取り入れていた。それは砂糖、塩、酢 

胡椒を新郎新婦がお互いの口に入れ味わうというものだった。つまり人生とは甘い、

しょっぱい、酸っぱい、ほろ苦いが交差していくものであるという意味がある。また新郎

新婦が指輪を交わした後、参列者の周りを歩き、その後ろから新郎の友人がほうき

を持って 2 人の後ろを清めていく。これも新しい人生を象徴するアフリカ結婚式の習

わしだという。 

ところでこのキース、東北大震災で原発問題を日本のマスコミが報じる前から、海外

ネットワークからの情報を機密にとっていて、放射能の危険性をいち早く教えてくれ

た。この時キースが言った一言は今でも私の英語教育活動に大きな影響を与えてい

る。それは「もし、もっと多くの日本人が英語を理解でき、英語でネット検索でき、海外

からの情報をしっかりと受け止めることができれば、もっと多くの日本人を救うことがで

きる。」という言葉だった。 
 

さて、いよいよランゲージハウス幼稚部開園にむけての準備が始まる。続く 
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What’s up in the Preschool？ 
 

昼夜の寒暖の差はありますが、お昼のポカポカな陽気が春を感じさせてくれます。 

あっと言う間に 2 月が終わり、早いもので今年度もあとひと月となりました。 

子ども達の間で「大きくなったよ！」「今度キンダーに行くんだよ！」などと言う気持ち

がより増してきたように感じられます。 

2 月に入ってすぐに節分があり、クラフトで鬼のお面を作って楽しんだのとは裏腹に実

際の鬼さんがでてきて半分の子ども達は大大泣きでした！ 

鬼の登場前までは、豆の投げる予行演習をし、オニなんか怖くない！と言っていた

子も… 

何はともあれ、子ども達みんなががんばって豆をまいてくれたおかげで、Pre に沢山

の福を呼び込んだことでしょう。そして、子ども達にとっても日本文化を経験するよい

機会となったかと思います。続いて 8 日には Mattia 君のご両親を招きカルチャー 

シェア第 2 弾として Italia のカーニバルについてお話をして下さいました。子ども達も

マスクを顔にあて変身を楽しんだり、紙で作ったオレンジを使いオレンジ合戦で 

大はしゃぎでした。 

最近の Pre では、特にフリータイムに、ルールのある遊びを通して、お友達への関心

や関わりが変わってきたように感じられ、またより深まってきているように思います。

一人ひとりが自分のペースで大きく、たくましく成長した姿をうれしく感じているこの頃

です。 

 

アンケートや取材にご協力頂いた 

保護者のみなさま、先生方 

どうもありがとうございました！ 

そして、貴重な経験談をお寄せ頂いた 

卒園生の保護者さま、 

どうもありがとうございました！ 
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CLASS.SCHEDULE 
<Senior English Class> 65 歳以上 会話を中心に行います。 
●Group Class                 ¥6,000+Tax/月     
●Group  Class Ticket 制 Ticket×５枚 ¥10,000+Tax＊3 ヶ月有効 
●Group Class  Spot Lesson             ¥2,500+Tax/回  
●Private Class.                           ¥12,000/月                     
 
<English Conversation Class> 会話を中心に行います。 
●Group Class            ¥8,000+Tax/月    
●Group  Class Ticket 制 Ticket×５枚 ¥15,000+Tax＊3 ヶ月有効 
●Group Class  Spot Lesson             ¥3,500+Tax/回  
●Private                    ¥16,000+Tax/月   
         
<Baby class>.  ￥1000+Tax      
○Mom&Baby Class 0-3 age at 菊名プール 10:00～10:50 火曜日  
○Mom&Baby Class 0-3 age at 菊名プール 10:00～10:50 金曜日   
○Mom&Baby Class 0-6 age at 菊名プール 15:00～15:50 隔週月曜日  

at 新横浜加瀬ビル 15:30~16:20 隔週月曜日 
<その他> Group Lesson 
◆Weekend Kids English 3-6age ¥2000-.+Tax   
＊絵本を使用したり、Craft を行ったりと英語で色々な活動を行います。  
 
◆Italy Conversation Class  月２回   ¥1500-.～2000+Tax   
＊初心者の方も参加できるクラスです。イタリアに行ったことがある方、行きたい方大歓迎です。  
 
◆French Conversation Class ¥1500-.～2000+Tax   
＊初心者の方も参加できるクラスです。フランスに行ったことがある方、行きたい方大歓迎です。  
 
◆Elementary Kids English  ￥8000-.+Tax   
＊外国人の先生とテーマに沿って歌やダンス、Craft を行い英語を学びます。 
 
◆Elementary Kids English Advanced Class ￥8000-.+Tax   
＊ 海外からの帰国やインターに通っていたなどブラッシュアップを目的にしたクラスです。 
 
◆Kindergarten English Club Beginner ￥8000-.+Tax   
＊初めて英語を習うお子さまも楽しんで英語を習得していきます。  
 
◆Bollywood Dance ￥2000-.+Tax   
＊インドのダンス。たくさん汗を流しませんか？ダンスにご興味のある方大歓迎です。 
 

＊その他費用         

どのご利用も施設料¥5000-./年をお支払い頂きます。     

また教材費を使用する場合別途ご請求いたします。 

＊まずはお試しください。2000 円＋Tax/1 回     

    

ご予約はこちらから→ 

または https://reserva.be/ilh 

 

What’s up in the Community School？ 


