
 

小学生 ＮＯ．１   
     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 １月 １０日 発行 No.249 
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 

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

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中３になったら英検®準２級合格と２級挑戦をめざそう！ 

英検®準２級は一流高へのパスポートです！  

英検®準 2級は高校 2年生程度の文法や単熟語を含む範囲です
が、英語セミナーでは中 3生全員が準 2級を受験し、多数が合
格します。さらに春の英検®で準 2 級合格者は秋の英検®(特
進クラスは春の英検®)で高校卒業程度の 2 級に挑戦します。
高校入試で英検®資格は一流高合格へのパスポートです。英検
®資格には多くの利点があるからです。 
(1) 高校推薦入試に有利 

高校受験生の約 90％が推薦制度を利用しています。中学側がつける内申は全員に 5 をつけること
もできる絶対評価で信頼性が低いので、高校側は客観基準の英検®をますます重視しています。最
近は英検®準 2 級の有利が増えています。(例：生徒会長以上に扱う、英語内申 4 を 5 と扱う、内
申に平均 1～2プラスする、英検®準 2級だけで推薦合格を出す････) 
(2) 高校一般入試に有利 

英検®準 2級を目標に勉強するため、ほかの受験生に比べて高い学力まで到達します。都立自校作
成問題校や私立中上位校の受験にもピッタリです。ボーダーラインなら、英検®準 2級合格者は有
利です。面接でガチガチになっても、「得意科目は英語で、英検®(準)2級に合格しました。」と言
えば、超目玉で面接官が飛びついてきます。大学入試は文系でも理系でも必ず英語があるので、高
校側は英語の良い生徒がほしいのです。英語セミナーでは英検®2級も受験者の 80％の生徒が合格
しています。難関高受験生には英検®2級を合格させます。 
 

■高校入試英検®資格優遇校（進研調査） 

●８割以上の私立高（例）愛国・足立学園・郁文館・郁文館グローバル･岩倉・江戸川女子・関東国際･関東

第一･神田女学園・北豊島･共栄学園･錦城学園・敬愛学園・京華・京華商業・京華女子・麹町女子・佼成・

国府台女子・国学院・国士舘・駒込・駒沢大学・駒場学園･桜丘･芝浦工大付・十文字･秀明大八千代・自由

ヶ丘学園・淑徳・淑徳ＳＣ・淑徳巣鴨・順天・修徳・潤徳女子・松蔭・城西大城西・昭和鉄道・杉並学院・

駿台学園・成城学園・正則・正則学園・聖徳大女子・青稜・専修大付・専修大松戸・大東文化大第一・玉川

学園・千葉英和・千葉商大付･千葉日大第一･千葉明徳･帝京･貞静学園・東亜学園・東海大浦安・東海大高輪

台・東京・東京家政学院・東京家政大付・東京学館浦安・東京実業・東京女子学院・東京女子学園・東京電

機大・東京農大第一・東京立正・東洋・東葉・東洋女子・東洋大京北・豊島学院・二松学舎大付・日大桜丘

・日大第二・日大鶴ヶ丘・日大豊山・日大豊山女子・日体大荏原・日体大柏・新渡戸文化・日本学園・日本

工大駒場・日本女子大附属・日出学園・文化学園大杉並・文京学院大女子・文教大付・法政大国際・法政大

第二・宝仙・豊南・保善・明星学園・武蔵野大千代田・村田女子・目黒学院・目黒日大・目白研心・安田学

園・八千代松蔭・和洋国府台・その他多数 
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②新年度(３月より)の新クラスと学習目標 

英語セミナーでは 3 月から新年度の授業が始まります。新年度クラスの曜日･時間は、下の新年度チラシ掲

載のクラスアンケートを参考にします。1/18(土)午後 7 時までに FAX または提出してください。生徒個人

の新クラスは 2 月発送の英セミ通信でお知らせします。（クラスの曜日・時間が合わないときは保護者から

メール連絡） 

現クラス 新クラス 新 年 度 の 学 習 目 標  

３Ｒ 小 4クラス 
 

あかるくたのしくおもしろく、英検 Jr. ®をステップに、小 5
で英検®5 級(中 1 修了程度)・小 6 で英検®4 級(中 2 修了程
度)に合格させる。 

４Ｒ 
※下の新年度チラ
シ掲載のクラスア
ンケート⑤で選択
してください｡ 

小 5特進クラス 
 

あかるくたのしくおもしろく、英検 Jr. ®をステップに、小 5
で英検®5 級(中 1 修了程度)・小 6 で英検®4 級(中 2 修了程
度)に合格させる。 

小 5クラス 
 

あかるくたのしくおもしろく、英検 Jr. ®をステップに、小 5
で英検®5級(中 1修了程度)に合格させる。 

４Ｊ,４Ｋ,４Ｌ 小 5先行クラス 
 

あかるくたのしくおもしろく、英検 Jr. ®をステップに、小 5
で英検®5 級(中 1 修了程度)・小 6 で英検®4 級(中 2 修了程
度)に合格させる。 

５Ｆ,５Ｇ,５Ｈ 小 6先行クラス 
 

あかるくたのしくおもしろく、英検 Jr. ®をステップに、小 6
で英検®5級(中 1修了程度)に合格させる。 

５Ｊ,５Ｋ,５Ｌ 
５α,５β 

小 6特進･中 1先行クラス 
 

あかるくたのしくおもしろく、英検®5 級をステップに、小 6
で英検®4級(中 2修了程度)に合格させる。 

５Ｒ 小 6クラス 
 

あかるくたのしくおもしろく、小学生のうちに英検®5級(中 1
修了程度)に合格し、中 1 で英検®4 級(中 2 修了程度)に合格
させる。 

６Ｓ,６Ｔ 
６Ｆ,６Ｇ,６Ｈ 

中 1先行クラス 
 

学校英語成績最上位。中 1範囲の総復習と中 2範囲の先取りを
する。中 1 で英検®4 級(中 2 修了程度) 合格以上の実力をつ
ける。 

６α,６β 中 1特進クラス 
 

学校英語成績最上位。英検®4級合格をステップに、中 2範囲
と中 3範囲を学習し英検®3級(中学卒業程度)に合格させる。 

６Ｒ 中 1公立中クラス 
 

学校英語成績最上位。英検®5級(中 1修了程度)合格をステッ
プに、中 2範囲まで学習し、英検®4級合格の実力をつける。 

 

ＦＡＸは切りとらないでＯＫ                          ＦＡＸ 集団の西葛西校 ０３(３８７８)９９８４ 

新年度チラシ掲載のクラスアンケート      集団の東陽町校 ０３(５６１７)８８６４ 

集団の新浦安校 ０４７(３８０)９９８１ 
 

 
 

曜日 午後の時間帯 A欄 B欄(×の理由を記入) 

火 
5:00～6:30   

7:20～9:30   

水 
4:20～6:30   

7:20～9: 30   

木 
5:00～6:30   

7:20～9:30   

金 
5:00～6:30   

7:20～9:30   

土 
4:20～6:30   

7:20～9:30   

①3月以降、習い事や学習塾などの予定・継続はあります 
ア ありません。 イ まだわかりません。 
ウ あります。(塾は塾名記入し、集団か個別を○) 

 
塾名            の 集団 ・ 個別 

 
②曜日･時間で特別に都合の悪い時間帯がありますか。 
エ ありません。 オ まだわかりません。 
カ あります。 

 
③カを○で囲んだ方だけ右の欄に記入してください。 
Ａ欄 特別に都合の悪い時間帯だけに×をつける。 
Ｂ欄 ×の理由を具体的に記入。 
[例]南北塾の個別(8:00～9:30)、サッカー、ピアノ、 
プール、帰宅していないなど。 

 
④国公私立中一貫校進学者は個別英語指導部に 
移動となります。予定はありますか。 
キ ありません。 ク まだわかりません。 
ケ あります。 
ク・ケを○で囲んだ方は下に自由記入してください。 
自由記入： 

 
⑤４Ｒクラスの方は、どちらの新クラスを希望しますか。 
コ 小 5特進クラス(小 5で 5級、小 6で 4級合格目標) 
サ 小 5クラス(小 6で 5級合格目標) 

1/18(土)午後７時までにＦＡＸまたは提出 現クラス   生徒氏名              



小学生 ＮＯ．２ 

 

 

③新年度(3 月より)は中学・小 6・小学特進クラスの月謝を安くします。 
全校に電子黒板を導入して、新年度は 3年目になります。電子黒板は授業前にパソコンで 

黒板面を作っておくので、授業が非常に効率的です。中学・小 6・小学特進クラスの授業は 2時間

半(150分)授業でしたが、昨年小中部として授業開始した新浦安校の電子黒板授業は試しに 2時間

10分(130分)にしました。まったく問題はありませんでした。新年度は全校の 2時間半授業はすべ

て 2 時間 10 分授業にします。その分、月謝を安くして消費増税に苦しんでいる保護者に喜んでも

らいます。英語セミナーは「家計を守るため、月謝も諸経費も安い費用で良質の英語授業」を今ま

で以上に磨いていきます。 

 
 
④小 3・小 4は英語必修化し、 
小 5・小 6 は英語教科化で成績がつけられます。 
●東京オリンピックのある 2020 年までには小 3・小 4 は英
語必修化し、小 5・小 6は英語教科化で成績がつけられます。 
●小学英語が必修化されたので中 1 から「英語落ちこぼれ」
が決定的になってきました。英語セミナーに入れば大丈夫で
す。英語は必ず得意科目になります。お知り合いの方をぜひ
紹介してください。 
紹介者には図書カード 1,000 円プレゼントで、入会者は入会
金 7,000 円が 3,000 円に割引されます。 
●英語セミナーの授業はイラストのような、「電子黒板」を
使った英語を好きにする明るく楽しくおもしろい英語授業
です。 
 
 
⑤自動引落のご案内 
●12/26 1月分月謝など 
●1/27  2月分月謝・冬期講習代・冬の英検®対策講座代・Vもぎテスト代など(中 3受験
生の 2月分月謝は自動的に停止) 
●2/26   新学年の 3月分月謝・6 ヶ月分諸経費など 
●3/26   新学年の 4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）でお問合わせく
ださい。 

 

 
 
⑥振替や欠席は右のＱＲコードで 
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。 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
■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。 
■最新の｢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 

 

 

 
現在、新しいチラシを作成中です。2/5(水)に新聞折込します。（会員には郵送します） 

入会希望の方には郵送します。ご連絡するようにお伝えください。 

☆新クラスの曜日・時間・費用は、新しいチラシにのります。 

☆2月中に、新入会生用の「入会説明会・無料体験授業・無料診断テスト(２０分)」があります。 

●紹介者のいる方の入会金(税込)は 7,000円が 3,000円になります。          

会員の兄弟姉妹・再入会の方は入会金は無料です。（紹介者には図書カード 1,000円分をプレゼント） 

 
1/ 9(木)      三学期通常授業開始日 
1/17(金)～23(木)  冬の英検®(2)保護者サイン表 3回目提出 
1/18(土)      新年度チラシ掲載のクラスアンケート 
          FAXまたは提出最終日（午後 7時まで） 
1/26(日)      冬の英検®テスト日（本会場）        
1/27(月)      2月分月謝等の自動引落日 
2/ 9(日)      入会説明会と無料体験授業① 
2/16(日)      入会説明会と無料体験授業② 
2/22(土)      三学期最終授業日 
2/23(日)      入会説明会と無料体験授業③ 
2/25(火)～3/3(火)   春休み（受付業務はしています）  
2/26(水)      3月分月謝等の自動引落日 
3/ 1(日)      入会説明会と無料体験授業④ 
3/ 4(水)      新学期授業開始 
 

3月 4日(水)新学期授業開始 

1月～2月の主な予定 


