
2020年 春期講習のお知らせ :3月 16日 (月 )スタート !

小学生 :小 5から英語は必須科日。「小学校で英語を学習済み」という前提で授業が進みます。今のうちにアルフアベツト・数字 。色 。挨拶などは覚

えてしまいましょう‖

中学生 :今後は英語の学習が 4技館総合重視となつてきます。総合力をUPさ せましょう !速読トレーニングもお勧めです。

高校生 :共通テスト、大学入試に備え基礎力、応用力、思考力問題に対応できるようにしておきましよう !

英検,TOttC,TOEFL.lELTSな ど英作、スピーキングカは今後必須 !

申‐込み締め切り3月 28日 (■ )

三
=イ

.I目から6ι ぐは、ご都合のよいβ窟のみ受講できますのでお気軽にお題い合わせ下れ ′ヽ

対象学年 コース名 内容 日数 時 間 料金・教材費

全学年

☆弱点強化

くフォ ,コ ー ア ップ

クラス (個別指導 )

く個別 フォローアップ 1対 1の対応、弱点強化 >

r英 語が苦手になってきたJ「テス トの点数を UP

させたい」「どこが分からないかが分からないJと

いつた、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1ヨ別にお問い合わせ くださo

予約制 50分 (諦義 )

60分 (演習 )

通常小学生 。中学生 7,15Kl円

高校生 8,800P]の 授業料が

一律 5,500円

高校生 く共通テス ト対策 く大学受験対策>

センター試験が終わり慣れない新形式の問題に変

わります。早めの対策で勝負 !

全 6回

3/17(火 )3/2■ (火 )、 3/31(火 )

4/7(火 )″28(火 )5/12(火 )

(課題 30分■講it 50分 )

30+20:0020:50

全 6回    16,500 Fl

+別 途プ リン ト代 300円

高校生 くスピークアップ

ネイティブ講師

く会話力強化>

徹底ア ウ トプッ ト:こ れまで学習 した成果を会 .F

に活か してみ ましょう 1

全 4回

3/24(人 ) 3/31(火 ) 4/28(火 ) 5/12(火 )

50分

20:00‐ 20150

全 4回    9,680円

高校生 く英作文>

ネイティブ講師

<英作文講座>
今後の調:題 は英作文 !思考力重視の英作に挑戦 1

全 4回

3/24(人 ,  3/31(火 ) 4/28(火 )

5/12(火 )

50分

19:0019: 50

全 4回    11,000円

(添削刑込)

中学 1年

中学 2年

中学 3年

☆1年総復習

く教科書おさら0

対策講座 >

く1年間の教科書を復習+新学期>

春体み集中講座と新学期のフォローアップ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

新学期が始まる直前の今がチャンス.曖 IIな 文法

項目はございませんか? 4月 から学年が上がる

と文法も複雑になります。それまでに頭の整理を

しつかりしておきましよう。

全 6回

3/17(火 )3/24(火)3/31(火 )

4/7(火)4/2ま火)y12(火 )

(課題 30分馬紆義 50分 )

1年 30+17:00‐ 17:50

2年 30■ 18:0018:50

3午 30■ 1910019:50

全 6回    13,860円

十別1途 プ リン ト代 300円

中学生 く英作文>

ネイティブ

く英語の文章に挑戦 >

英検 3級から ライティングがスター ト。意見や

感想を英語で書ける練習をネイティブと楽 しくレ

ッスン♪

全 4回

3/24(火 ) 3/31(火 ) 4/28(火 )

5/12 (ゥ k)

50分

1(,:00‐ 16:50

全 4回    11,000円

(添削料込)

中学生 くスピークアップ

ネイティブ

く外国人講師の先生 と会話 を楽 しも う>

毎回違 うトピックで楽しみながら気軽に会話練習

ができます。

全 4回

3/24 (ン k)   3/31 (クk)   4/28 (クk)

5/12 (ク k)

50分

18:00‐ 18:50

全 4回     8800円

1ヽ学生 くスピークアップ

ネイティブ

く発音練習>

微妙な違いの発音を覚えましょう。正 しい発音を

身につければ、 リスニングカにもつながります !

予約制

※時間については個 il lに お問い合わせくださ1

予約市1 40分 授業rl l回 3,300円

小学生 くリーディング>

ネイティブ

<リ ーディング>
音で理41は していて 1)、 文字や文章では読めな0

ものです。簡単な文章で洋書デビュー !

全 4回

3/24 (ゥ k)  3/31 (シk)  4/28 (シk)

5/12 (ノく)

5()分

1710017:50

全

“

回  8,800円

幼 児 くフォローアップ

クラス>

ネイティブ

<フ ォニックス強化>
アルファベ ッ トの読み方、 レッスンの細かい復習

をします.

予約制

※時間については個別にお問い合わせ ください。

予約 +1 40分 授業‖ 1回  3,300円

英検

5級～2級

英検過去問チャ

レンジ

過去問題練習

(棋擬テス ト■最終日に解説あり)

全 5回 (予約制 )

※時間については T・l,1に お問い合わせくだきヽ

級によ り異な ります

(1時間～2時間 )

全 5巨  5,500円

裏面に続きます !!!

春期特別集 中講座



小学 6年生

短期集中

中学準備

特別講座

<基本 文法 >

英語は初めが肝心です。入学前に少

し集中して文法の勉強をしてみまし

ょう。

全 5回

3/24 (メく)、 3/27(今 )、 3/31(りく) 4/3(金 )

90/7)14:30‐ 16:00

全 5回

授業料 15,500円

4/7(火 )

中学 3年生

玉逝童磁 1年生2

短期集中

高校準備

特別講座

<構文、長文読解>

高校生の英語は少し複雑です。でも決

して難しくはありません。優しい構文

と長文で事前に慣れておきましょう。

全 5回

γ19 `大 ) 3/2ら  `大 ) R/26 `大 )

4/1(フ火)、  4/2 (ラベ)

90夕)13:30‐ 15,00

全 5回

授業料 16,500円

助 θ励 ノ助 崚 θ′′″θ

ご要望にお応えして !夏休み限定、算数、数学レッスン !!

全 5回 春休みの宿題、学校の復習など何でも♪(日 程相談可)

小学校算数 月曜日: 1～ 3年生 14 (7,150円 )

(7,700円 )

(8,250円 )

(8,800円 )

(9,350円 )

火曜日 4～ 6年生 16

中学校数学 1年生

2年生

3年生

水曜 日

本曜 日

本曜 日

00‐ 14

00Ⅲ 16

00‐ 16

00‐ 16

30‐ 19

50

50

50

50

20

16

16

18

外国人講師 と日本人講師の指導が決め手です。

やさしい英語にたくさん触れれば必ず一流につながります !多読 多聴や速読・精読、同時通訳のテクニックなど、色々なアプローチで英語を教えています。

英語といえばリンゴスクール|!色々なクラスがありますので、お問い合わせください。

昨年は高校生英検 1級 、準 1級合格生が続出 !他 小2で 5級、小 5で 3級、中2で準 2級、2級の合格者もいます。帰国子女クラスや、特別■lE学 クラ

スなどの特別クラスの他、中1で 1級、小 1で準 2級、など特別に優秀な生徒さんの指導にも当たつています。

<幼児から小 。中・高 。大学受験まで対応しています‖>

6月 に向けての長期英検講座受講生も募集中です !お問合せ下さい。

通常クラスの 3月 4月 入校生徒同時募集中 !

※お申込みはお早めに!!定員になり次第クラスを締め切 ります。お申し込みの方 |ま別途お申し込み書をFtl出 頂きます。

※料金はすべて税込です。また、料金は 2020年 春期講習のみに適用されます。通常のクラスとは異なつてお りますので、通常クラス料金につきましては別途お問い合わせください。

※受構確定後のキャンセルにつきましては手数料を頂きますのでご了承ください。

※ リンゴスクール在校生の方につきましては、料金は翌月の口座振替時に上乗せとさせて頂きます。

席ιl)内容
=こ
つ|'での鰯 いひわせ・お″必み″

英会話 リ

高松市亀井町

ンゴスクール 事務局  電話 087‥831‐ 3241 Fax 087‐ 831‐3244

11‐6(電話受付 :平 日・土曜日ともに 正午～19時/  授業は平日21時、土曜日20時まで  )
HP:http7ム″¬、″hngoschool.∞ 1っ  E・■■」1:infまつhngoschool.co io

社団法人 全国外国語教育振興協会 加盟校

外国語教育事業の健全な発展を目的とし設立された協会です。

明確な倫理規定に基づく公正な学校運営を行い心豊かな国際人育成に情熱を注いでいます。

リンゴスクールで確かな英語力を実感 してみましょう


