〜英語教育に一筋〜 おかげさまで 2017 年に開校 30 周年を迎えます

メイクウェイスタディセンター

秋の体験受付！
2016.

9/12〜11/18

幼児クラス
Kindergarten

対象 :２才〜年長

幼児英会話クラス

いずれのコースも

１回

！

新設

プレイ英会話クラス

６０分 １クラス３〜５名

体験料金

40 分 １クラス親子３〜 5 組

指導力抜群の外国人教師と一緒に
「聞く」「話す」活動を中心に幼児さ
んが、楽しく英語表現を習得し小学
英会話の基礎を身につけています。

外国人教師の英語に自然に慣れ親しみ
未就園児さんとお母さんが、体を使っ
て、楽しく英語表現を身に付けてい
ます。

【月々授業料：8,700 円（税込）】

【月々授業料：6,200 円（税込）】

10 月
NEW!!

プレ開講 !!

1,500 円
( 税込）

アフタースクール
After School
新設キャンペーン

ご入学の方に英語教材をプレゼント !!

英語イマージョン

〜 英語で考える力を育てる 〜
対象：年長〜小６

外国人教師による 週１回（2 時間半）のレッスン
Elementary 1 〜 3

小学生クラス
Elementary School

初心者・経験者レベル別 /80 分

火曜日

対象 :１年〜６年生

小学生英会話クラス

Elementary3 〜 Junior１

小学生算国コース
週２回 : 合計 週 140 分
１日目 算数 60 分 + 英会話 20 分
２日目 国語 60 分

経験豊かな外国人教師のナチュラルな
英語や人間性に直接接しながら、英語
表現に自信が持てるよう、4 段階のレ
ベル別少人数制でしっかり学習、充実
の 60 分です。さらに、英語の読み書き
20 分の学習付きで、こども英検１級合
格に向けてもチャレンジしています。

面倒見の良い日本人教師の指導で、算数、
国語の基礎学力を身につけています。
生徒は学ぶことが大好きになります。
さらに、英会話教室ならではの外国人教
師による英会話 20 分授業付きで、グロー
バル体験も楽しんでいます。

【月々授業料：9,600 円（税込）】

【月々授業料：8,200 円（税込）】

金曜日

30 分
プレイタイム

30 分
学習タイム

60 分
英会話レッスン

60 分
英会話レッスン

60 分
フォニックス
英語で絵本作成 etc.

60 分
英語で算数
英語で日本の紹介 etc.

★その他
国内留学 年２回実施
海外留学サポート
家庭での英語学習の相談
※曜日と時間は相談ください。

【月々授業料 :19,200 円（税込）】
イマージョンとは、
「浸す」という意味です。英語は
あくまでも手段として。
「英語を学ぶ」から、
「英語
でプラス何かを学ぶ」段階にステップアップしてい
きます。イマージョンクラスでは、英語で全て考え、
感じ、判断していく力を養います。

段階的に 2018 年より公立小学校三年生より英語スタート、五年生より教科化します。
長谷川校長よりメッセージ ✿

こども達が夢に向かって前進し、素晴らしい
人生を送ってほしいと願い、29 年前「Make
Way（前進）」と名付けこの教室を開校。楽
しくて身に付くカリキュラムと面倒見の良い
教師で定評を頂いています。
グローバル化が加速し、異文化圏の人々と対
話し、交渉し、協力し、共に生きる力が必要
に迫られています。そんな時代を生きる子供
たちが、英語に思いをのせて全身で伝え合い、
響きあう力を身に付け楽しく我メイクウエイ
で学んでいます。人間としても素晴らしく、
英語力も学力も育つよう、スタッフ一同、
心を込めてサポートいたします。

各コース、説明会・トライ体験実施中！
毎週月〜金 予約要
お問合せ・申込み

TEL 075−361-1856

メイクウェイスタディセンター（京都・滋賀・大阪）

受付：12:00 〜 19:00（月〜金） 担当：本部スタッフ長谷川・仲田まで

〒600-8429 京都市下京区万寿寺通り烏丸西入ルＢＭビル 4Ｆ（種田産婦人科向い）
http：//make-way.com

info@make-way.com ※メールでのお申込みも可
https://www.facebook.com/makewaystudycenter

世界に通用する学生育成中

メイクウェイ スタディセンター

●英会話学校 ●学習教室 ●生涯学習

s i n c e 1987

中・高校生クラス
Junior high & high school

対象：中学１年〜高校 3 年生

2016.

9/12〜11/18
体験料金
いずれのコースも

１回

「英語で自信を持って自己表現したい」
「英検を取得したい」「定期考査や受験対

1,500 円
( 税込）

策に備えて、文法やリスニング力を高め

たい」
「国際力と学力の両面を伸ばしたい」

「将来の、職業のために、英会話を身に

付けておきたい」「高校又は大学で留学

したい」そんな生徒の志しに寄り添い、
全力でサポートします。

◆ 国内留学、海外短期留学毎年実施
今秋 11/5 〜 11/6 国内留学実施（於：京都府立るり渓少年自然の家）

私たちメイクウェイは子どもたちの英語力と学力を総合的にサポートします。
初心者・経験者レベル別 /80 分

英会話コース

外国人教師による少人数制の徹底指導で、高いプレゼン能力が身につくまで初級レベルから英語表現を１つ
１つ練習して自信を付けています。さらに、日本人による英語の文法指導 20 分を入れて、4 技能を伸ばし、
真の国際人を目指しています。 【月々授業料：9,800 円（税込）】

英検対策コース

単語・熟語・長文読解など 60 分、英会話 20 分 / 合計 80 分

日本人教師による、英検４級、３級、準２級、２級、準１級のレベル別個別学習。英会話教室ならではの
外国人による 20 分の英会話授業で、リスニング力とコミュニケーション力も総合的に学んでいます。

【月々授業料：中学 7,700 円（税込） 高校 8,300 円（税込） 】

英数コース

週２回：１日目英文法 60 分プラス英会話 20 分、2 日目数学 60 分 / 合計 140 分

基礎学力や応用力を高めます。部活との両立で定期考査や受験のサポートなど、個々の夢をサポートします。
英会話教室ならではの外国人による 20 分の英会話授業で、リスニング力とコミュニケーション力も総合的
に学んでいます。 【月々授業料：中学 13,400 円（税込） 高校 16,500 円（税込） 】
★外国人教師をご家庭、保育園、塾、サークル、会社に配置し、英会話クラス開講をサポート中。お気軽にお問い合わせください。
★オーストラリア．ニュージーランド．アメリカ．カナダ．イギリス等に短期留学をサポートいたします。
★本校・サテライト教室により、開講しているコースとしていないコース、またコース内容にも一部違いがありますので、
直接お問い合わせください。

入学後にお支払いいただく費用（全クラス共通）

メイクウェイサテライト教室
左京教室

担当スタッフ：山内加奈

〒606-8223

京都市左京区田中東樋ノ口町 32-5

TEL 090-3997-4513

FAX

入学金 （入学時） 10,000 円
年会費 （半年ごと）6,480 円
■メイクウェイでは、プライベートレッスンも開講しております。
月々授業料 18,000 円

075-705-3331 お問合せ・申込み

TEL 075−361-1856

