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CLASS

OUT PUT! 会話重視! 実践形式!

OUTPUTをメインに
効果的に英語を使う。

↓

学生自ら話し、
間違いがあれば

先生がすぐに訂正。

実際にすぐ使える英
語をその場で実践。

↓



EVENING 
CLASS 毎週月曜日～木曜日

6:30 ~ 7:30 PM  (夕食後60分間)

2週間1サイクル

出席管理について

料金

期間

①PHP 3,000 / 2週間
②PHP 1,500 / 1週間
※②の適用は1~3週間の学生に限る。1～3週間の学生が
受講を希望する場合、日本での事前登録必須。
※教材費別途(PHP50～クラスによって異なる)

2週間の授業8回のうち、2回無断欠席をした時点
でクラスの受講ができなくなります。

※欠席する場合は、当日の17時までに、
オフィスで欠席届けを提出してください。
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Evening Class申し込み方法

【1～3週間の短期滞在の学生様】
Evening Classの受講を希望する学生は、出発前に
日本で希望科目を決めて、お申込み時に予め
Evening Classも登録、お支払いを行ってください。

【4週間以上滞在の学生様】
学校オフィスにて、希望する科目の空席があるか確認し、

前週の金曜日12時までに必ずお申し込み、お支払い(現
金のみ)をしてください。
※お支払いがお済みでない方は授業を受けられません。
※詳しいお申込み方法はご入学後に説明致します。

【注意事項】
☑1～3週間の学生を除いては、原則サイクル途中での参加
開始はできません。到着後すぐにEvening Classへの参加
を希望する場合は、日本で事前にサイクルスタート日を確
認してください。
☑先生やスタッフとの口約束での登録は認められません。
必ず学校オフィスでお申し込み手続きを完了してください。
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Evening Classキャンセル規約

スタート日の前週の金曜日12時までに、
キャンセルをした場合は100％が返金されます。

下記の場合、返金は一切ございません。
☑上記日時を過ぎてのキャンセル
☑1度でもクラスを受講した後のキャンセル
☑クラスを一度も受講せず無断キャンセル

各クラス最少催行人数の設定により、
残念ながらそのクラスが開講されない場合は、
100％の返金または、別の科目への変更のどちらか
を選択してください。
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最大人数(10名又は13名)に達したクラスへ
の申し込みはできません。
また、最少人数(4名又は5名)に達しない場
合は、返金もしくは他クラスへ変更とな
ります。

クラスサイズの種類

Sサイズクラス
4名～10名の授業

Mサイズクラス
5名～13名の授業

学生数の規制について
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Evening Class教科
文法

発音矯正スピーキング

リーディング

EFFECTIVE –OUT PUT-

INTERACTIVE –対話重視-

PRACTICE –実戦形式-

リスニング



EVENING 
CLASS Grammar Builder (101-201)

Practical English Usage (301+ UP)

Pronunciation Clinic (100 – 101)
Clear Speech  (201 – 301)

Essential Reading (100 - 101+)
Comprehensive (201 – 301) 

Authentic Listening & Discussion (201 – 301)

Speaking Courage (301+ UP)

Evening Class一覧
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GRAMMAR

Grammar Builder
レベル Philinter Level 100 - 201

目的

o 基礎文法の構造と意味を理解して、どのように使えばよ
いかをディスカッションを通して構築していく。

o 基礎文法を習得できるようにクラスの中、会話の中で使
えるようにしていく。

o 文法を短い文章の中で使えるように演習を重ねる。

概要

この文法クラスは、ビギナーレベルの文法を学ぶクラスで
す。基礎的な文法のスキルを必要としている方が英語の読
み・書きを中心に学ぶことが出来ます。受講者が過去、現
在、未来のことについてを実践的なエクササイズを通して
使えるように講師は指導をしていきます。

フォーカス
 基本的な文法構造の理解

 基礎的な文章の構築

 正確な文法構造の習得

Mサイズクラス
(5～13名)
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Practical English Usage
レベル Philinter Level 301  UP

目的

o 多様な会話シーンや、話し合いなどの場で使う正確且つ
正しい英語表現をできるようになる

o 論文や個人エッセイなどの長文をより簡潔に正しく文法
的に理解し、文法構築の正しい知識を身につけることが
できるようになる

o 受講者が自分の発言や文章の間違いに気付き、自分で修
正できるようになる

概要

このアドバンスレベルのクラスは、応用的に文法を学びた
い方にデザインされたものです。スピーチの体系や、少し
応用的な日常会話、そしてフォーマルレターの書き方など
様々なアクティビティが用意されています。英語の読み・
書き・話すの3つの方法を用いて、用意された資料を基に行
われる演習によって、より深く理解し、アウトプットでき
るようになることを目的とします。

フォーカス
 受講者の文章構成の改善と新たな文法知識の習得補強

 一般教養並びに専門的分野の英文法の改善と上達

 受講者の文章構築並びに文法の修正と習得

Mサイズクラス
(5～13名)
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PRONUNCIATION

Pronunciation Clinic

レベル Philinter Level 100 – 101+

目的

o ワードの頭文字、中間、最後の母音、子音を明確にする

o 講師やオーディオ英語の発音をまねる

o 自分自身で問題点を改善する方法を学ぶ

概要

このクラスは、学生のスピーチを明確にし話し言葉を習得
する手助けをします。オーディオや映像を使い、実際に使
われる発音の特徴を学びます。母音、子音といった個々の
音やリスニングや発音の繰り返しを通して基本の単語、文
章の抑揚を練習します。

フォーカス
 母音子音のサウンド

 基本の単語や文章の抑揚パターン

Sサイズクラス
(4～10名)
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Clear Speech
レベル Philinter Level 201 – 301

目的

o 英会話におけるアクセント、リズム、リス二ングの原理
を理解し習得する

o グループでの演習を通して、スピーチの間の置き方やア
クセントを習得する

o きちんとした発音でスピーチを出来るようにする為の方
法を学習する

概要

このクラスは生徒が英語を話す自信をつけ、スピーチや会話
を自分自身でコントロールできるようにするクラスです。

英語を話す際のリズムや抑揚はもちろんのこと、単語を繋げ
て話す能力やアクセントをどこにつけるかなどのスキルも学
びます。また、発音矯正のドリルやリスニング教材などを用
いてロールプレイ、ミニプレゼンテーションなどを行います。

フォーカス
 連結した発音

 アクセントや抑揚のパターン

PRONUNCIATION

Sサイズクラス
(4～10名)



EVENING 
CLASS
READING

Essential Reading 
レベル Philinter Level 100 – 101+

目的

o 反復を通して速読スキルを向上

o 語彙の習得

o 短編のストーリーや記事の中の概要理解

o 日々のやり取りから学んだ言葉を適用できるスキル

概要
このクラスはより理解を深めるために、トピックから単語、
表現、または語句を抽出して、質問や回答のアクティビ
ティを行い、リーディングの反復練習をしていきます。

フォーカス
 読解

 語彙力の習得

Sサイズクラス
(4～10名)
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Comprehensive Reading
レベル Philinter Level 201 - 301

目的

o 授業内のリーディングアクティビティにおける質問に、
明確に答えるスキルを習得

o 新しい単語を習得

o 日常的に使える一般的な慣用表現や語句を習得

o リーディングにおける正しい理解力をより高める

概要
このクラスではリーディングの資料を通して、読解、質疑
応答、またトピックから単語、語句を学び、英語の正確さ
や流暢さを上達することを可能にします。

フォーカス
 英語の読解力の向上

 語彙の量と質の更なる向上

Sサイズクラス
(4～10名)



EVENING 
CLASS
LISTENING

Authentic Listening & Discussion
レベル Philinter Level 201 - 301

目的

o リスニング力を高めると同時にスペリング力の向上

o 様々なタイプのリスニング教材を聞き、理解が出来るよ
うになる

o リスニング教材を理解し、話し合いが出来るようになる

o 受講生の議題における意見の表現方法の取得と向上

o 受講生の質疑応答のスキルの向上

概要

このクラスは、生徒のリスニング力を”普段の生活で耳にす
る英語”を題材に高めていきます。
例えば、映画、ネイティブの会話、歌などです。
そして、題材に関する意見交換の場を提供し、論議を交わ
すことにより受講生の視野を広げ、英語の受け答えをする
スキルを身につけられます。ロールプレイや、グループ
ディスカッションなどが主なアクティビティとなります。

フォーカス

 特定の単語や文章を聞き取る能力の向上

 理解力と議論力の向上

 異なった答弁の構築力の向上

Sサイズクラス
(4～10名)
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SPEAKING

Speaking Courage
レベル Philinter Level 301+ Up

目的

o グループ内でディスカッションを行い、コミュニケー
ション能力の向上を図る

o 様々なトピックについて話し合うことを通して、柔軟に
その場面に合った単語を使えるよう学ぶ

o 複雑な文法を構築できるようにします

o 英語での質疑応答を繰り返し、一貫性のある回答へ導く

o スピーキングにおける適切な接続詞を学ぶ

概要

このクラスは、生徒のスピーキング力を効率的且つ、自信
をもって自分の言葉で表現できるようになることを目的と
しています。
普段の生活と関連のある題材を用いて授業を展開すること
により、受講生独自のスピーキングにおけるテクニックを
学び、どの場面でも使えるようにトレーニングしていきま
す。

フォーカス

 文法的構造と語彙の正確な使用法の習得

 論理的なアイディアの構成

 情報の要約と正しい理解

Sサイズクラス
(4～10名)
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Q&A

Q: 入学前にEvening Classの事前申し込みは可
能ですか？

A: はい、可能です。事前にお申し込みする場合
は、日本円でお支払い、お席の確保が完了とな
ります。

Q: 祝日でもEvening Classは開講されます
か？

A: 祝日には開講されません。予めご了承くだ
さい。

Q: 1週ごとに科目を変えることはできます
か？

A: 2週間1サイクルのため、1週ごとの変更は
できません。




