
 

小学生 No1 
  

     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。 

 

２０２０年 ３月  ３日 発行 No.251 
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 

集団の新浦安校 メール suy@eigoseminar.com 
電話 ０４７（３８０）九九８１ FAX  ０４７（３８０）９９８１ 

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英語セミナーはコロナなんかに負けない！ 
 

日本列島は古くから災害列島でした。火山・地震・台風などがあり、大陸からは伝染病が来ました。 

しかし、そのたびに日本人はみんなで乗り切ってきました。今回のコロナにも日本人が強い気持

ちをもって団結すれば、負けることはありません。英語セミナーはその先頭に立ちます。FIGHT 

NIPPON! 
●授業中止や行事変更などはホームページ TOP の更新情報を見てください。 
●英語セミナーへの連絡はホームページ左上の校舎アドレスからメールしてください。 
 
②入室時にアルコール消毒をしてください。 
 

コロナウイルスやインフルエンザが爆発的に拡がっています。 
そのため、英語セミナーではアルコール消毒を設置しています。 

入室時は忘れずにアルコール消毒をしてください。 

 

③春期先取講習は 3/10(火)受付開始－同封案内をご覧ください。 
 

春期先取講習の受付方法は同封の春期先取講習案内をご覧になり、不明点はメール質問してください。 

 
 
英語は習い始めで決まります。Strike while the iron is hot.(鉄は熱いうちに打て)は習い
始めのこの時期にあたります。英語セミナー小中部の英語専門教師が、名門英語専門塾だけが
提供できる経験とノウハウの蓄積された日本 高の春期先取講習教材であかるくたのしくお
もしろく教えながら、学校で英語が始まる前に「英語はおもしろい→英語は好き→英語は得意」
の意識まで着実に持ち上げます。これは英語のエリートをめざす第 1 歩です。 

 
★英語セミナー小中部では学校春休み中は新小 4・新小 5・新小 6・新中 1 の英語習い始めクラス
だけに全力投球するため、他学年の春期講習はありません。小 5 先行・小 6 先行・小 6 特進・中 1
先行・中 1 特進クラス(5JKL・6FGH・6αβ・1STU・1αβ)と他学年の春期講習はありません。 
中 1 先行(1STU)・中 1 特進クラス(1αβ)と他学年の春期講習はありません。 
★春期講習中も全クラスの通常授業はあります。 

 

英語のエリートをめざす第１歩！ 日本最高の春期先取講習 



■スマホで聴ける「英語の友」アプリ！ 

 
右の QR コード →無料アプリをスマホにインストール 

→書籍を追加→でる順パス単や全問題集の音声を聴くことができます。 

QR コードが使えないときは「英語の友」で検索してください。 

 

④小 5 先行・小 5 特進・小 6 全員は「でる順パス単」を 
3/15 までに注文してください。 

 

小5先行(5J･5K･5L)･小5特進(5α･5β)･小6(6S･6T)･ 

小6先行(6F･6G･6H)は「英検®5級でる順パス単」、 

小6特進 (6α･6β)は「英検®4級でる順パス単」を 

3/15までに購入してください。 

4月第1回授業から授業中に使用します。 

●「英検®５級でる順パス単」(旺文社)1,045円(税込) 

●「英検®４級でる順パス単」(旺文社)1,100円(税込) 

 

 

 

 

 

 

■単熟語学習法 

英検®テスト一次試験は単熟語力で合否が左右されます。 

ステップ１ 音声は英語→日本語の順で流れます。パス単の日本語訳を赤シートで隠して自分で日本語

訳が答えられるか確認します。答えられない単語はチェック欄に×マークをつけます。 

ステップ２ 答えられない単熟語の発音と意味を覚える。「英語の友」アプリにあわせて何度も発音します。 

ステップ３ 再度、音声を流します。×マークがついた単熟語の意味を覚えたら×を※マークに変えます。 
 

 

⑤新入会生無料追いつけ補習を行います。 

（小6特進・先行クラス・中2･中3の新入会生対象） 
 
小６特進・先行クラス・中 1 特進・中２・中３の新入会生には今までの解説プリント類を渡し、無
料追いつけ補習をします。目からウロコが落ちる授業です。2 日のうちどちらか 1 日を選んでメー
ルください。 

西葛西校 

3/18(水) 
5:00～6:30 小学先行(5JKL、6FGH)・小 6 特進クラス(6αβ) 

7:20～9:30 中 1 先行(1S～1U)・中 1 特進(1αβ)・中 2・中 3 クラス 

3/21(土) 
5:00～6:30 小学先行(5JKL、6FGH)・小 6 特進クラス(6αβ) 

7:20～9:30 中 1 先行(1S～1U)・中 1 特進(1αβ)・中 2・中 3 クラス 

東陽町校 

3/19(木) 
5:00～6:30 小学先行(5J・6F)・小 6 特進クラス(6β) 

7:20～9:30 中 1 先行(1S)・中 1 特進(1αβ)・中 2・中 3 クラス 

3/26(木) 
5:00～6:30 小学先行(5J・6F)・小 6 特進クラス(6β) 

7:20～9:30 中 1 先行(1S)・中 1 特進(1αβ)・中 2・中 3 クラス 

新浦安校 

3/10(火) 3:00～4:30 小学先行(5JK・6FG)・小 6 特進クラス(6β) 

3/13(金) 2:30～4:40 中 1 先行(1ST)・中 1 特進(1β)・中 2・中 3 クラス 

3/12(木) 2:30～4:00 小学先行(5JK・6FG)・小 6 特進クラス(6β) 

3/17(火) 2:30～4:40 中 1 先行(1ST)・中 1 特進(1β)・中 2・中 3 クラス 

◇通常授業と同じものを持参してください。 

 



⑥図書カードを集めて自分の力で英検®問題集を買おう！ 
紹介者には図書カード 1,000 円分をプレゼントします。図書カードを集めて、自分の力で英検®問
題集を買うと絶対合格するという伝統があります。みんなで英語セミナー35 年の伝統を守ろう！
（ゲーム攻略本は勉強のためになりません） 
 
●英検®問題集の値段 
はじめて受ける 英検 Jr. ®スーパードリル ブロンズ  1,540 円(税込) 
はじめて受ける 英検 Jr. ®スーパードリル シルバー 1,650 円(税込) 
 
英検®５級全問題集 1,320 円(税込)    英検®４級全問題集 1,430 円(税込) 

 
 
⑦「集団の振替届」から 
振替や欠席は簡単に送信できます。 

★振替や欠席連絡は右のＱＲコードの集団の振替届が便利です。フォーム
から簡単に送信できます。英語セミナーから保護者に送るメールには集団
の振替届のリンクを載せています。ＱＲコードとリンクのどちらでもＯＫ
です。 
★業務効率化のため、ご連絡は「電話ではなく」メール(学年・氏名明記)
でお願いします。 
★授業の先生への口頭などの振替や欠席連絡は混乱防止のため受付できま
せん。 

 
 
 
⑧自動引落のご案内 
●2/26   新学年の 3 月分月謝・6 ヶ月分諸経費(1 時間半授業クラスは 4,400 円、2 時間 10 分クラ
スは 4,950 円)など 
●3/26   4 月分月謝など 
●4/27  5 月分月謝・新小 4・新小 5・新小 6・新中 1 公立中クラス春期先取講習代など 
●5/26  6 月分月謝など 
引落金額は生徒によって異なります。不明点はメール(クラス・氏名明記)でお問合せください。 
■新入会で自動引落が間に合わない場合は、「銀行振込のご案内」を郵送します。 
ご案内が着いてから、指定の口座へ生徒名で銀行振込してください。 
 
 
 

⑨2022 年度 都立高入試から英語のスピーキングテスト導入決定！ 
東京都教育委員会は、3年後の2022年の春に都立高校に入学する生徒 
(現小6生)の入試から、英語で話す力を評価するスピーキングテスト 
導入を決めました。 
入試で活用されるスピーキングテストは、公立全中3年生を対象に、 
入試直前の11月から12月にかけて実施され、結果は翌年2月の筆記 
試験の得点などと合わせて合否判定します。指導要領の範囲内で出 
題し、タブレット端末に録音したものを回収する方法で行われ、受 
験料は都が負担予定です。スピーキング対策は通常授業や英検®二 
次対策で経験豊富な英語セミナーに任せてください！ 
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入会希望者の無料診断テスト 

テスト日――(火)～(土)の 5:30 開始で行っています。 
       入会希望者の方には予約するようにお伝えください。 
無料追いつけ補習――クラス授業に追いつくまで、随時行っています。 
個別授業で先生と相談しながら基礎から無料補習します。途中入会でもまったく心配ありません。
☆紹介者のいる生徒の入会金(税込)は 7,000 円が 3,000 円に安くなります。          
（紹介者には図書カード 1,000 円分をプレゼント） 

 

3/ 4(水)      新学期授業開始 

3/10(火)～14(土)  春期先取講習 適コース受付開始 

3/15(日)      小 5 先行・小 5特進・小 6全員の「でる順パス単」注文 終日 

3/17(火)～21(土)  春期先取講習全コース受付開始 

3/17(火)～21(土)   小 5 先行・小 5特進・小 6全員の「でる順パス単」持参(氏名記入の確認) 

3/20(金)      祝日ですが、新学期直後のため通常授業があります。 

3/26(木)      4 月分月謝等の自動引落日 

3/26(木)～31(火)  春期先取講習(前期) ★春期先取講習中も、全学年の通常授業があります。

4/ 1(水)～4(土)    春期先取講習(後期) ★春期先取講習中も、全学年の通常授業があります。

4/27(月)      5 月分月謝等の自動引落日 

4/26(日)～5/6(水)  ゴールデンウィーク休み（授業も受付もお休みです） 

■新入会で自動引落が間にあわない場合は、「銀行振込のご案内」を郵送します。

ご案内が着いてから、指定の口座へ生徒名で銀行振込してください。 

5/ 7(木)～13(水)   新小 4・新小 5・新小 6・新中 1辞書持参開始 

5/26(火)       6 月分月謝等の自動引落日 

5/31(日)             英検Ⓡテスト日 

■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。東陽町校、新浦安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。授業後には全員に授業内容・宿題・振替情報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、新浦安校の緊急避難場所は徒歩 9分の美浜運動公園です。 
■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。 
■ 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 

 

３月～５月の主な予定 

あかるく たのしく 

おもしろく。 

英語がとくいで 

夢いっぱい！ 


