


ナイトクラス（夜間のグループクラス）は、昼間のクラス以外
にも学習したい学生に提供されます。 
ナイトクラスは少人数制になっており、初級から中間レベルの
学生が対象となり、学生の様々なスキル（例えば発音、談話、
文法やリスニングなど）を伸ばします。

INTRODUCTION



SPARTA
Night Class



スピーキングクラス

講師 時間 クラス

ミルローズ講師
5:00pm ~ 5:50pm 
6:15pm ~ 7:05pm 
7:10pm ~  8:00pm

パターンイングリッシュ

エミー講師 6:15pm ~ 7:05pm スピーキング

ハーディー講師 6:15pm ~ 7:05pm スピーキング

ボキャブラリー（語彙）クラス

講師 時間 クラス

ハーディー講師 7:10pm ~ 8:00pm 
8:10pm ~ 9:00pm ボキャブラリー



リスニングクラス

講師 時間 クラス

ジェイク講師
6:15pm ~ 7:05pm 
7:10pm ~ 8:00pm 
8:10pm ~ 9:00pm

リスニング

発音クラス

講師 時間 クラス

ジェイク講師 5:00pm ~ 5:50pm 発音

マギー講師 7:10pm ~ 8:00pm 発音



Speed ESL
Night Class



スピーキングクラス

講師 時間 クラス

ハイビー講師 5:00pm ~ 5:50pm 日常会話

キース講師（アメリカ人） 8:10pm ~ 9:00pm ネイティブスピーキング1

アイリス講師 6:15pm ~ 7:05pm 熟語と表現

アイリス講師 7:10pm ~ 8:00pm スピーチレッスン

グレイ講師 6:51pm ~ 7:05pm 
7:10pm ~ 8:00pm 語彙とスピーキング

ティン講師 5:00pm ~ 5:50pm スピーキング

マイラ講師 6:15pm ~ 7:05pm スピーキング

ローリー講師 7:10pm ~ 8:00pm スピーキング

ローリー講師 6:15pm ~ 7:05pm コミュニケーション

グレイ講師 8:10pm ~ 9:00pm 語彙とスピーキング

キース講師（アメリカ人） 7:10pm ~ 8:00pm ネイティブスピーキング2



リスニングクラス

講師 時間 クラス

セス講師 7:10pm ~ 8:00pm リスニングスキルアップ

リスニング＆スピーキングクラス

講師 時間 クラス

マイラ講師 5:00pm ~ 5:50pm リスニング＆スピーキング



発音クラス

講師 時間 クラス

セス講師 6:15pm ~ 7:05pm 発音（オーディオアプローチ）

マギー講師 5:00pm ~ 5:50pm 
6:15pm ~ 7:05pm 発音

表現クラス

講師 時間 クラス

バズ講師 8:00pm ~ 8:50pm パターンイングリッシュ1

バズ講師 7:10pm ~ 7:50pm パターンイングリッシュ2



IELTS
Night Class



スピーキング

講師 時間 クラス

キース講師 5:00pm ~ 5:50pm IELTS スピーキング

補強クラス

Teacher Time Class

ナップ講師 6:30pm ~ 8:30pm IELTS テスト対策

レギュラークラス

講師 時間 クラス

ロザリー講師 6:30pm ~ 8:30pm IELTS モックテスト

ミルローズ講師 8:30pm ~ 9:00pm IELTS 語彙



講師 日程 時間 クラス

キース講師 月曜 ~ 木曜 5:00pm ~ 5:50pm IELTS スピーキング

ロザリー講師 月曜 6:30pm ~ 8:30pm スピーキング＆ライティング  
モックテスト

ロザリー講師 火曜 6:30pm ~ 8:30pm リスニング＆リーディング  
モックテスト

ロザリー講師 水曜 6:30pm ~ 8:30pm スピーキング＆ライティング 
テスト対策

ロザリー講師 木曜 6:30pm ~ 8:30pm リスニング＆リーディング 
テスト対策

ミルローズ講師 月曜 ~ 木曜 8:30pm ~ 9:00pm IELTS 語彙

点数保証クラス



月曜から木曜日

講師 時間 クラス

キース講師 5:00pm ~ 5:50pm IELTS スピーキンググループクラ
ス

ナップ講師 6:30pm ~ 8:30pm IELTS テスト対策

ミルローズ講師 8:30pm ~ 9:00pm IELTS 語彙

点数保証のないクラス



TOIEC
Night Class



ナイトグループクラス

講師 時間 クラス

アイリス講師 5:00pm ~ 5:45pm リスニングクラス

アイリス講師 6:30pm ~ 7:45pm 文章読解

アイリス講師 5:00pm ~ 5:50pm 文章読解のフィードバック

8:00pm ~ 9:00pm セルフスタディ（リスニング）

10:00pm ~ 11:00pm セルフスタディ（語彙500）



SPARTA
Night Class



Sparta 
 Pattern English

英語を勉強する過程で、多くの単語の意味や使い
方を調べることが必要になります。そういった単
語の使い方をこのクラスで学ぶことが出来ます。
カジュアルな会話の中で使われる、様々な形英語
表現を学べます。このクラスは、楽しく興味深い
方法で、いつ、誰に、どのよう英語表現を使用す
るかを学ぶことにフォーカスします。

ミルローズ講師



SPARTA 
Pronunciation

私のクラスはリスニングのスキルに深く関係して
います。 "聞くことの基本は発音"です。人が正し
く発音できないものは、決して聞こえません。こ
のコースでは、基本発音概念（ストレス、ブレン
ディング、イントネーション）、重要母音および
子音、特にアジアの学習者の弱点を克服します。

ジェイク講師



SPARTA 
Speaking

私のクラスでは、学校、社会生活、仕事、レジャ
ーなどの日常的な状況や環境で、英語を使って効
果的にコミュニケーションを図り、自分の知識や
経験を活かして英語で意思疎通を図る方法を教え
ます。。グループの活動を興味深く、学生のニー
ズに合ったものにするために選択されたトピック
を通じて、彼らのアイデアや意見を表現してもら
います。

エミー講師



SPARTA 
Speaking

★日常会話 - 学生は、話題について話し合わな
ければなりません。 

★質疑応答 - 生徒は質問に答え、説明を求めま
す。トピックに関連する質問に論理的かつ迅速に
回答する能力を身につけることを目的としていま
す。

ハーディー講師



SPARTA 
Listening

リスニングクラスの目標は、話し手のアクセント
や発音、文法や語彙、意味を理解するために英語
の文化を理解することも含まれます。他者が何を
言っているのかを理解することです。スピーキン
グもこのコースに統合されています。

ジェイク講師



SPARTA 
Pronunciation

このコースは、R / L、P / F、B / Vなどのよう
な重要な音を正確に発音する方法を学ぶことを目
的としています。また、正しいイントネーション
とストレスで朗読や会話を練習します。

マギー講師



SPARTA  
Speaking Vocabulary

与えられた単語についての講義：語彙、同義語、
反意語 
*語彙を用いた文章構成。 
*文脈の手がかりを通した語彙の理解。

ハーディー講師



Speed Esl
Night Class



Shaping Life

シェイピングライフは、自分や家族、友人など
の身近な人からの相談に適確なアドバイスを与
える為に様々な英語表現を学びます。

ハイビー講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 初級者



Native Speaking 1

アメリカ人の慣用句や俗語でアメリカ人のように話
したい場合は、教師のキースのネイティブスピーカ
ーのクラスをお尋ねください。あなたはより自身を
持って話せるようになります。

キース講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 初級者



Pattern  
English 1

このコースは、日常会話で頻繁に使用する英語
表現を学びます。学習者は表現だけでなく、ど
のような環境や状況で使えるのかという使用方
法も学ばなければなりません。パターンは、学
習者が話し、聴く、書く能力を向上します。

バズ講師

スキル: 表現
期間: 16日間
レベル: 初級者



Idioms & 
Expression

私のクラスでは、毎日の会話で使える熟語やそれら
を使った英語表現を教えます。学生はイディオムの意
味と使い方を身に着け、会話中やスピーチの時にそれ
らのテクニックを駆使することで、より高度な英語
表現が可能になります。

アイリス講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 初級者



Oh!!! Yes, I Know The 
Parts Of Speech

すべての人が品詞を知っていますが、このクラス
で使うテキストは、より理解しやすくなるよう
に、より簡単で詳細に設計されています。また、
基本的な文法の概念を簡単でわかりやすく徹底的
にマスターできます。

アイリス講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 初級者



このクラスでは、日常会話に役立つ有用な
語彙や表現を身につけることができます。

グレイ講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 初級者

Vocabulary  
& Expression



プログラムには日常の状況で遭遇する表現と
語彙が含まれています。また、会話の中でそ
の表現や語彙を使用する方法を習得します。

ティン講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 中級者

What Can I Say?



私のクラスではあらゆる状況での英語表現を
学びます。たとえば、旅行、緊急時、提案な
ど。それを正しく話す方法と、異なる立場の
人と話す時に使う適切な表現を学習します。

マイラ講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 中級者

Make it Myre’s way



このクラスでは、簡単な会話の練習をします。 可能な限り
使いやすい表現の中から話したい表現を学生に習得させ、ディ
スカッションにそれらを使用するように誘導します。 した
がって、授業を通して、ページや文章のテキストだけでなく、
英語がもっとエキサイティングであることを実感できます。 
そして、その英語は生きた言葉であり、コミュニケーション
の手段でもあります。

ローリー講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 中級者

How Far Can  
You Reason Out



このクラスでは、文章や言葉を正確かつ合理的に
発音させ、会話のスキルを向上させます。 生徒は
毎晩発音を勉強し、発音規則を習得した後、お互
いの会話の中で学習した規則を練習します。 クラ
スを通して、学生はストレス無く正しい発音で話
せるようになります。

マイラ講師

スキル: 発音
期間: 16日間
レベル: 中級者

Audio Lingual Approach 
Pronunciation



このコースは、R / L、P / F、B / Vなどの重要
な音を正しく発音出来ることを目的としていま
す。また、正しいイントネーションとストレス
で朗読や質疑応答を練習します。

マギー講師

スキル: 発音
期間: 16日間
レベル: 初級～上級

Pronunciation



難しい語彙の意味を明確に理解し、さまざまなフ
レーズ、イディオム、表現の意味を学び理解し、
学習に適した歌詞や文章を選んで、さまざまな音
楽を通して英語を聞きます。	それは同時にリラッ
クスしながら学習する楽しい方法です。

マイラ講師

スキル: リスニング＆スピーキング
期間: 16日間
レベル: 中級

Myre Kind  
of Listening



このクラスでは、文学を用いて英語を生きた言葉とし
て表現することにより、英語の研究に近いアプローチ
で学習を進めます。 これは、学生のレベルに合わせて
難易度を変えることで高い学習効果が見込めます。

ローリー講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 中級

English Com-munication 
Arts & skills



このコースでは、社会的、倫理的、技術的な問
題に関する学生の意識を高め、問題に関連する
新しい語彙や表現を学び、応用します。

グレイ講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 中級

Vocabulary  
& Speaking



英語をビジネスに活かす方法を知りたいですか？ 
テッドトークの動画にて学ぶ、キース講師のネイ
ティブ英語クラスに参加してください。

キース講師

スキル: スピーキング
期間: 16日間
レベル: 中上級

Native Speaking 2



このコースは、一般的によく使われる表現に重点を
置いたパターン英語1のアップグレードクラスです。 
学習者は表現だけでなく、どのような状況で使用可
能なのかも学ばなければなりません。 パターンは、
学習者が話し、聴く、書く技術を向上します。

バズ講師

スキル: 文法と表現
期間: 16日間

レベル: 中上級

Pattern  
English 2



IELTS
Night Class



学生に対する個別評価、話す能力。

キース講師

IELTS Speaking  
Group Class



IELTS試験に必要な様々な戦略を準備するこ
とを目的としています

ナップ講師

Skills Enhancement for 
IELTS Students

Preparatory	night	Class



ロザリー講師

IELTS Mock Test 
& Rationalization

Regular	Night	Class

IELTS試験や、マンツーマンクラスやグルー
プクラスで教えられるテスト対策の応用に慣
れさせることを目的としています。 
モックテスト（月曜日と火曜日）と質疑応答
（水曜日と木曜日）



ミルローズ講師

IELTS 
 Vocabulary

Regular	Night	Class

試験に必要な学問的な語彙に習熟する
ことを目的としています



TOIEC
Night Class



アイリス講師

Listening 
Comprehension 

Test

TOEICリスニング、約45分



アイリス講師

Reading 
Comprehension 

Test
TOEICリーディング、約75分



アイリス講師

Discussion of mistakes in 
the Reading 

Comprehension Test

文法、構造、パターン、ボキャブラリーの
ディスカッション



セルフスタディ

Self-study:  
Listening 

Comprehension Test

学生は、TOEICのミスを見直し確認
します。



セルフスタディ

Self-study: 
Vocabulary 500

学生はビジネスや学問分野でよく使われ
る語彙を学びます。 さらにTOEICのよ
く使われる語彙を学習します。そして毎
朝先生にチェックしてもらいます。


