
 
  

     小中部  

英セミ通信 
ホームページをご覧ください 

メールはホームページ左上の 

校舎アドレスをクリックしてください。 

 

２０１８年 ９月  １日 発行 No.240 
英語セミナー・小中部 
受付 ： 火～土 午後２時～７時 

 
集団の西葛西校 メール scb@eigoseminar.com 

電話 ０３（３８７８）九九８１ 
FAX ０３（３８７８）９９８４ 

集団の東陽町校 メール tyc@eigoseminar.com 
電話 ０３（５６１７）八八６４ 
FAX  ０３（５６１７）８８６４ 
  

小中部の英セミ通信は と の 2つあります。それぞれに必要な情報を載せます。上の題
字の と で区別してください。なお、英語セミナーホームページの会員専用には全ての
英セミ通信が載ります。 

①「11 月開講の新クラス」の曜日決定！ 
英語セミナーには秋になると入会したいという小学生の問合せがたくさんあります。英語はほとんど習った
ことがないという前提で、英語のおもしろさを前面に出して楽しく授業します。学校の必修教科書を使って
「英語はおもしろい→英語は好き」にする名門英語専門塾の英語セミナーだけができる授業で、例年大好評
です！クラス名は R でアール(笑)。 
★現在のホームページは去年の内容です。今年の曜日は下になります。 
新しいチラシができたら郵送します。ご連絡ください。 

対象 

学年 

集団の西葛西校 集団の東陽町校 
授業時間 安い月謝(税抜) 

クラス名 曜日 クラス名 曜日 

3 年生 3R 木 3R 金 

午後 5:00～6:30 月謝 5,700 円 
4 年生 4R 木 4R 金 

5 年生 5R 土 5R 金 

6 年生 6R 水 6R 金 

●紹介者には図書カード 1,000 円分をプレゼントします。 

紹介者のいる入会者は入会金 7,000 円が 3,000 円に割引されます。(会員の兄弟姉妹・再入会の方無料） 

●どうしても曜日の都合がつかない場合は他学年クラスで受入れが可能です。受入れは 1 学年差までとします。 

 

★保護者の方へ 

小学校英語は東京オリンピックがくる 2 年後の 2020 年には小 3・小 4 で必修化します。小 5・小 6 は教科化して成

績がつけられます。英語が正式教科となり、書くことも文法も入ります。しかし、小学校の英語授業の面白さが少な

いので、「英語ぎらい」の生徒がいます。英語の入口がこれでは日本の将来にとって、とても危険です。英語セミナ

ーでは英語専門教師が「あかるく たのしく おもしろく」必修教科書を使って先取り学習します。この新クラスの生

徒は学校で英語が始まった時は必ず「英語は好き」になっています。英語セミナーに入ればもう英語は大丈夫で

す。 

 

               3R・4R 使用教科書             5R 使用教科書                    6R 使用教科書 

 

 

 

 

 

  

小学生 No1 

  We Can!1  
小 5 

必修教科書

文部科学省

  We Can!2  
小 6 

必修教科書

文部科学省

NEW CROWN 
中 1 

必修教科書 

文部科学省



②秋の英検 Jr. ®テストの申込締切は 
9/12（水）までに FAX(または持参) 

秋の英検 Jr.®テスト申込書を参考までに全員に同封しています。費用は登録口座より、10/26 に自動引

落となります。                               

（１）英検 Jr.®検定料(税込) 2,500 円 英検 Jr.®テストブロンズ受験 

（２）受験対象生徒   西葛西校 4J･4K･4L･5F･5G･5H だけ(他のクラスは今回は受けません。) 

東陽町校 4J･4K･5F･5G だけ(他のクラスは今回は受けません。) 

（３）英検 Jr.®テスト日時  英語セミナー会場 10/30(火)～11/2(金)の通常授業の中で実施 

                           ※11/3(土)は祝日休校のため授業はありません。 

 

●対策講座はありません。通常授業で英検 Jr.®対策教材群を使って対策します。 

今回の受験生は 9/11(火)から氏名を書いてこの本を 

通常授業に持ってきてください。 

｢はじめて受ける 英検 Jr.スーパードリルブロンズ｣ 

若竹孝行(著)1,512 円(税込) 

●ネット通販の「アマゾン」等をおすすめします。 

中古品は良心的価格でお薦めします。 

保護者はアマゾンで注文ができるようにしてください。とても便利です。 

・英語セミナーホームページ → リンク集 → アマゾンホームページ 

 

●英検 Jr.®のテスト形式や評価方法は「英検 Jr.®ホームページ」を見てください。 

・英語セミナーホームページ → リンク集 →英検 Jr.®ホームページ 

 
③秋の英検®対策講座と英検®テストの申込締切は 

両方とも 9/12（水）までに FAX(または持参) 
秋の英検Ⓡテスト日は、10/5(金)学校会場・10/6(土)英語セミナー会場・10/7(日)本会場のいずれかです。 

英検®関係申込書を参考までに全員に同封しています。費用は登録口座より、10/26 に自動引落となりま

す。 

今回の英検Ⓡ受験者は英検Ⓡ対策講座に必ず参加してください。 

 

★英語セミナーで秋の英検Ⓡテストを申込む生徒 

 ①英検®対策講座申込書と②英検®テスト申込書の 2 ヶ所を記入し 9/12(水)までにＦＡＸ(または持参)

★英語セミナー以外で秋の英検Ⓡテストを申込む生徒 

①英検®対策講座申込書 1 ヶ所だけを記入し 9/12(水)までにＦＡＸ(または持参) 

 

(１)受験対象生徒  すでに合格している生徒は、もちろん受験しません。 

 集団の西葛西校 集団の東陽町校 

5 級（中学初級程度） 6F･6G 生と 1A･1B 生 6G 生と 1A･1B 生 

4 級（中学中級程度） 6α･6β生と中 1先行クラス生と中 2 生 6β生と中 1先行クラス生と中 2 生

3 級（中学卒業程度） 1α･1β生と 2B 生と中 2 先行クラス生と中 3 生 2A生と中2先行クラス生と中3生

準2級（高校中級程度） 中 3生 中 3生 

2 級（高校卒業程度） 準 2級の合格者と A 不合格者以上 準 2級の合格者と A 不合格者以上

 

(２)英検Ⓡ対策講座   詳細は同封の秋の英検Ⓡ対策講座案内をご覧ください。今回の英検Ⓡ受験者は

全員参加。通常授業の予習・復習にもなります。リスニング対策もあり、3 つの保護者サイン表で合格

への総合力を高めます。 

■このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではあ

りません。 
 
重要 英語セミナーへの英検Ⓡテスト申込者は、英語セミナー会場 10/6（土）になります。本会場や学校会場は
自分で申込してください。公的資格試験のため日程の変更はできませんので、事前に学校行事を調べてくださ
い。本会場申込方法は「英検Ⓡホームページ」を見てください。 

・英語セミナーホームページ → リンク集 → 英検Ⓡホームページ 



④自動引落のお知らせ 
● 8/27  9 月分月謝・夏期講習代・後期分諸経費など 

 

 

 

 
※3 月に始まった本年度の通常授業は 8月で 6 ヶ月が経過しましたので、8/27 の自動引落では後期分諸経費
(税込)を引き落としさせていただきました。後期分諸経費は入会月によって変わりますので、下記一覧表を
ご覧ください。             (円・税込) 

 継続生・3 月入会者 4 月入会者 5 月入会者 6 月入会者 7 月入会者 8 月入会者 

1 時間半授業クラス 4,212  3,510 2,808 2,106 1,404 702 

2 時間半授業クラス 4,644 3,870 3,096 2,322 1,548 774 

● 9/26  10 月分月謝など 
● 10/26  11 月分月謝・秋の英検®対策講座代・秋の英検®テスト検定料・秋の英検 Jr.®テスト検定料など 
引落金額は生徒により異なります。不明点はメール(クラス･氏名明記)でお問合せください。 
 
 
⑤目標設定がたいせつ 
英検®協会が行った調査によると、英検®の 7 つの級に対して、

しっかり目標をもって学習した生徒は、「目標なし」で勉強してい

る生徒に比べ、合格レベルに大きな差があります。目標達成の

ために勉強することは入試で「勝ちぐせ」をつけることができるよ

うになります。高校、大学入試での学科試験免除、入学金・授

業料免除や英語科目の単位認定など、学校によってさまざまな

優遇措置を受けられます。英語セミナーではクラスごとに目標

級を定め、楽しみながら英検®合格をステップに入試英語まで

合格指導します。毎年ほとんどの中 3 生は秋までに英検®準 2

級を取得し、英語偏差値は 60 を超えます。英語セミナーの合格

実績はチラシをご覧ください。 

 

 

 

⑥9/10 から無料出退メールカードを新しくします。 
●6/1 から「英検セミナー」を「英語セミナー」に変更し、ホームページも看板も変えました。 
●7/1 から無料出退メールアドレスが変わりました。所属校舎からのメールを受け取れるように設定変更し
てください。 
集団の西葛西校は scb@eigoseminar.com 
集団の東陽町校は tyc@eigoseminar.com から送信されています。 
●8/20 から封筒を新しくしました。 
●9/10 から無料出退メールカードを新しくします。 
9/10 以降の 初の授業中に生徒に無料で配布します。 
生徒は古いカードを先生に渡してください。 
●遅刻の多い生徒は成績が上がりません。保護者は出席メールと退出メー
ルで時間をチェックしてください。メールが届かなくなる原因は生徒のカ
ード紛失か保護者携帯の設定やアドレスの変更です。保護者の携帯からすぐにメールしてください。 
・メール宛先 所属校のアドレス 
・件名に記入 クラス カタカナ生徒氏名 (例)1A エイセミタロウ 
・本文に記入 (例)カードを再発行してください。 
       (例)アドレス変更しました。 
●150 ポイントたまると図書カード 500 円分をプレゼントします。カード紛失はすぐに再発行します。保護
者携帯からメールください。再発行代 500 円(税込)は登録口座より自動引落となります。 
●｢無料出退メール｣を登録した保護者の携帯には大切な情報を英セミ通信の郵送と一斉メールの 2 つの手
段でお知らせしています。保護者携帯のアドレス変更はすぐにメールしてください。 

 

9 月分月謝 6,156 円または 9,774 円 

夏期講習代 9,969 円 

後期分諸経費※ 4,212 円または 4,644 円（継続生・3 月入会者） 

小学生 No2 



⑦電子黒板授業開始！ 
7 月中旬までに集団全教室に「電子黒板授業」を導入しました。 
入試英語はまもなく 4技能評価(読む・書く・聞く・話す)に変わり
ます。従来の授業方法では時間不足になるため、電子黒板導入で効
率的な授業ができるようにしました。  
既にテキストや解説プリントなどの教材を電子黒板で説明していま
す。文字も書け、映像や音声も出ます。長文対策やリスニング対策
では強力な武器になります。 
IT 化は急速に進んでいます。10 年後は今の仕事の半分が IT に置き換わるといわれています。教科書は本か
らタブレットになります。この時代の変化からは逃げることはできません。英語セミナーはこれからも入試
英語変化に即対応して行きます。進化した英語セミナーの授業にご期待ください。 
 

⑧ご連絡は「電話ではなく」メールでお願いします。 
業務効率化のため、ご連絡は「電話ではなく」メールでお願いします。メールは 24 時間受付です。 
 
 

■ご質問やご連絡は「電話ではなく」、メールでお願いします。メールは 24 時間受付です。 
■西葛西校の自転車置場は西葛西駅地下駐輪場です。保護者は地下駐輪場代の 100 円の領収書をかならず受
け取って、生徒が置いたことを確認してください。集団の東陽町校の自転車置場は指定の場所にきれいに並
べておいてください。 
■急に無料出退メールが届かなくなったら、生徒のカード紛失か保護者携帯の設定やアドレス変更です。す
ぐにメール(クラス・氏名明記)してください。カード紛失はすぐに再発行(500 円・税込)します。 
■遅刻届・授業変更届は生徒持参で、欠席メールは保護者メール(クラス・氏名明記)でご連絡ください。欠
席は授業後に保護者の欠席届メールに「引用返信」で、振替情報・授業内容・宿題などをメールします。 
■遅刻届・授業変更届はメモに「遅刻届 1A 英世美太郎｣で、授業変更届は「授業変更届 1A 英世美太郎
3/18(火)の授業を 3/21(金)に振替(補習)｣のように書いて持たせてください。 
■ゲーム持込禁止、携帯は持込歓迎。 
■西葛西校の緊急避難場所は徒歩 3 分の西葛西中学校で、東陽町校の緊急避難場所は徒歩 3 分の東陽中学校
です。 
■英語セミナーでは災害発生時等の生徒の安全確認のために、携帯電話を持っている生徒は持参歓迎です。
■授業説明などの一部として、写真等に会員生徒が写ることがあります。あらかじめご了承ください。 
■ 新の｢小中部のルール集｣をご覧ください。 
英語セミナーホームぺージ → 小中部 → 会員専用 → 小中部のルール集 
■英検Ⓡと英検 Jr.Ⓡは、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。 

We support 東日本大震災被災地.(ほとんど毎日、英語セミナーは日本赤十字社に寄付しています)
社会貢献のための無料英語動画授業「楽英」は完成しています。 
 

 
 
9/10(月)     新しい無料出退メールカードを授業中に配布し、古いカードを回収 

9/12(水)     英検Ⓡ対策講座･英検Ⓡテスト･英検 Jr.Ⓡテストの申込締切 

9/16(日)     英検®対策講座 第 1 回目 

9/23(日)     英検®対策講座 第 2 回目 

9/26(水)     10 月分月謝等の自動引落日 

9/30(日)     英検®対策講座 第 3 回目 

10/ 6(土)     秋の英検®テスト日(英語セミナー会場) 

10/ 7(日)     秋の英検®テスト日(本会場) 

10/26(金)     11 月分月謝等の自動引落日 

10/30(火)～11/ 2(金) 秋の英検 Jr.®テスト日(英語セミナー会場)  

11/ 3(土)     祝日で授業はありません。 

11/23(金)     祝日で授業はありません。 

11/26(月)     12 月分月謝等の自動引落日 

★都民の日や県民の日でも、英語セミナーは休みになりません。 

 

9月～11月の主な予定 ホームページの会員専用カレンダーも見てください 


