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英セミ通信
ホームページをご覧ください
英検セミナー

検索

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れ～い！

No.232

英検セミナー・小中部
受付 ： 火～土 午後２時～７時
集団の西葛西校 メール scb@eikenseminar.com
電話 ０３（３８７８）九九８１
FAX ０３（３８７８）９９８４
集団の東陽町校 メール tyc@eikenseminar.com
電話 ０３（５６１７）八八６４
FAX ０３（５６１７）８８６４

今回から小中部英セミ通信は
と
の 2 つに分けます。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、英検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。

①4 日間の夏期講習
夏期講習は年間授業計画の重要な一部です。英検セミナーは
週 1 回しか授業がないので、講習は全員参加となっています。
☆費用は 8/28 に登録口座より自動引落となります。
●夏期講習中も通常授業はあります。
●受付方法は校舎によって異なります。同封の「英語を得意科目に！夏期講習案内」をご覧くださ
い。

②第 1 回保護者会は 7/16(日)
第１回はクラス別保護者会で、授業方法・カリキュラム・今後の方針・学校成績対策などについて
ご説明し、ご質問にお答えします。また、全出席者に高校入試関係の資料を配布してご説明します。
英検セミナーは英語専門塾ですが、高校受験指導には進学塾以上の知識と経験があります。
☆くわしい内容は同封の「第 1 回保護者会のお知らせ」をご覧ください。
☆保護者会は 7 月と 12 月の年 2 回しかありませんので、ぜひご出席ください。
☆中 3 受験クラスは、くわしい高校受験資料の配布と入試説明が中心で、2 時間あります。必ずお
役に立ちます。中 3 受験生の保護者の方は必ずご出席ください。

③無料出退メールカード紛失はすぐに再発行します！
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。
●保護者の安心と生徒の安全のために、カードをタッチしない生徒にはこのような反省文を書いてもらい
ます。「これからは二度と無料出退メールカードのタッチを忘れません。」
●150 ポイントで図書カード 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。

④避難訓練は 7/11(火)～7/15(土)
実際の地震や火事を想定して、授業中に予告なしで突然行います。
今回は大地震対策となります。去年は雨の日もありましたが真剣に取
り組みました。
今年はよりいっそう真剣に行動してください。生徒は先生の指示にし
たがって「合言葉のおかしも」を守り、落ち着いて避難してください。
なお、実際の大地震の一次避難場所は西葛西校は西葛西校から歩いて 5
分の西葛西中学校で、東陽町校は東陽町校から歩いて 5 分の東陽中学
校です。
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⑤英検セミナーでは小学生のうちから同じ辞書を何百回もひきます。
英検セミナーでは小学生のうちから辞書をひきます。同じ辞書を高校入試まで何百回もひきます。
高校入試まで使う大切な辞書ですから紛失しても戻ってくるように、辞書本体にフルネームを書い
て、すぐ引けるようにケースとカバーは家に置いてきてください。これから買う場合はこの辞書を
推薦します。他のクラスは 3 月の第１回授業から使っています。
辞書を引いたら赤ペンで書き込みしますから、電子辞書は使いません。

学研 ジュニアアンカー英和辞典 1,700 円（税抜）
今の時代はネット注文がとても便利です。ネット書店「アマゾン」ら
すぐに宅配します。良心的な中古品もあります。
・英検セミナーホームページ → リンク集 → アマゾンホームページ

⑥小 5 クラス（F・G・H）から小 5 特進クラス（α・β）への移動は
夏期講習前までとなります。
保護者から要望の多い１時間半の小 5 クラス(5F･G･H)から２時間半の小５特進クラス(α･β)への
移動ができます。希望者には夏期講習前までに無料診断テストを受けていただきますので、至急で
ご連絡ください。
小 5 特進クラスは冬に英検 5 級(中 1 修了程度)を受験するクラスなので夏期講習でどんどん先に進
みます。夏期講習後のクラス変更はできませんのでご注意ください。

⑦小６特進クラス（6α･β）は秋の英検テストで４級に挑戦します。
小 6 特進クラス(6α･β）は秋の英検テストで 4 級(中 2 修了程度)に挑戦します。英検 4 級は小 6
にはかなり難しい問題ですが、英検セミナーの対策教材でしっかり準備すれば合格します。秋の
10 月でダメでも冬の 1 月には合格します。

⑧春の英検 Jr. は 6/20(火)～6/24(土)の通常授業の中で実施
今回は小 5 先行クラスの 5J・5K クラスと小 6 先行クラスの 6F・6G
クラスが受験します。6 月の通常授業では CD を多く使用する英検
Jr.対策授業をしてきました。家庭学習用の保護者サイン表(英検
Jr.シルバー対策)ピンク色どおりに自宅でも学習し 5 回の保護者
サインをしてもらっています。英検 Jr.は正答率評価で、子どもの
心理にやさしく合格や不合格はありません。しかし英検前段階のテ
ストですから、クラス全員が全力投球しています。
REPORT CARD（成績表）は 7 月下旬に渡します。
・英検セミナーホームページ → リンク集 → 英検 Jr.ホームページ

REPORT CARD
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⑨小学生の家庭学習
最近、自宅学習をどうすればいいですか？のなど質問を受けます。焦らずに復習を中心とした家庭
学習をしてください。英検セミナーの宿題は多くありませんが、英語を忘れないようにするために
も必ずやらせてください。
英語習い初めのクラスは「i-kids ENGLISH 会話・文法編」を使っています。今はアルファベット
がきれいに書けて会話編の単語や英文を見て発音･意味が言えれば大丈夫です。先行クラスも含め
て家庭学習では「i-kids 会話編」に付いている CD を聞いて、そのあとに音読させてください。
特進クラスは英検 5 級(中 1 修了程度)、英検 4 級(中 2 修了程度)を意識した
カリキュラムになっています。単語の自宅学習は「でる順パス単」の音声
(英単語→日本語訳で流れます)を使います。日本語訳音声の前に
日本語訳が言えれば「自分の勝ち！」などゲーム感覚で覚えると効果的です。

⑩英検テストの変更点
今回の第 1 回春の英検テストより英検 3 級・準 2 級にもライティング(英作文)が導入されました。
筆記の問題も難化し、リスニングスピードも速くなりました。全体的に難しくなった印象がありま
す。英検セミナーの英検対策講座ではライティング・リスニング対策も行います。

⑪定期個別補習システム
集団の西葛西校

集団の東陽町校

この補習は、英検セミナー小中部の会員が、無料で定期個別補習を受けられ
るシステムです。対象は新入会の生徒やクラス授業に不安のある生徒で、一
人一人の成績を一層高めることが目的です。完全予約制なので希望者は事前
に相談してください。
「毎週(木)の補習の日」は、生徒は来る時間も帰る時間も自由です。質問の教
材は英語なら何でも自由です。先生がひとりひとりと補習内容を相談すること
があります。バンバン補習して英語成績をバッチリ上げます!

⑫自動引落のご案内
● 5/26
● 6/26

6 月分月謝など
下記のものを自動引落させていただきます。すべて税込表示の金額です。

7 月分月謝
英検 Jr.テスト代
英検テスト代
英検対策講座代

6,156 円または 9,774 円
2,700 円（5J・5K・6F・6G）
2,000～4,800 円
7,330 円または 8,307 円

● 7/26
8 月分月謝など
● 8/28
9 月分月謝・夏期講習代・後期分諸経費など
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。

⑬8/6(日)～8/17(木)はお盆休み
通常授業も夏期講習も受付もお休みです。

７月～９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

6/20(火) ～6/24(土)～ 春の英検 Jr.テスト授業中実施(5J･5K･6F･6G)
6/26(月)
7 月分月謝等が自動引落(自動引落明細は⑩参照)
6/27(火)～ 7/4(土)
(東陽町校)夏期講習 受付開始
6/27(火)～7/ 8(土)
(西葛西校)夏期講習 最適コース受付期間
7/11(火)～15(土)
(西葛西校)夏期講習 準最適コース受付期間
7/11(火)～15(土)
避難訓練
7/16(日)
第 1 回保護者会
7/21(金)・22(土)・25(火)・26(水) 夏期講習第 1 期（通常授業はあります）
7/26(水)
8 月分月謝等が自動引落
7/27(木)・28(金)・29(土)・8/ 1(火) 夏期講習第 2 期（通常授業はあります）
8/ 2(水)・ 3(木)・ 4(金)・ 5(土) 夏期講習第 3 期（通常授業はあります）
8/ 6(日)～17(木)
お盆休み・通常授業もありません
8/18(金)
通常授業開始日
8/19(土)・22(火)・23(水)・24(木) 夏期講習第 4 期（通常授業はあります）
8/28(月)
9 月分月謝と夏期講習費用・後期分諸経費等が自動引落
9/26(火)
10 月分月謝等が自動引落

入会希望者の無料診断テスト
テスト日―――（火）～（土）の午後 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から、途中入会でもまったく心配ありませ
ん。
☆紹介者のいる方の入会金(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）
■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。
■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。
■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 5 分の西葛西中学校で、東陽町校の
緊急避難場所は徒歩 5 分の東陽中学校です。
■英検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。
■最新の｢小中部のルール集｣をご覧ください。
英検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

We support 東日本大震災被災地.(ほとんど毎日、英検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、現在中 3 の分詞まで完成しています。

