クイーンズ・夏休みスクール ２０１２
時間がたっぷりの夏休み。
ネイティヴの先生ととことんあそんだり、
ちょっと外国の学校風の授業を受けてみたり、
時間がかかる英検やライティングの練習をしてみたり、
不思議な勉強方法（暗記法）にチャレンジしてみたり。
夏休みのあいだにパワーアップした自分になろう！

小学生・幼児
クラス

♪ぷちホームステイ

英検 ５級・４級・３級
・ライティング
＆
速読へのステップ：
辞書あそび

内容

日程

受講料 /
１レッスン

ネイティヴの先生といっしょにとこ
とん遊んでみよう！
工作やクッキング、ゲームをしたり、
英語の映画やアニメを見てみたり、外
国の小学校と同じふつうの教科の授
業をちょっと体験してみたり、たっぷ
り英語につかってすごそう。

7/25(水)
7/26(木)
8/1(水)
8/8(水)

ビジター
２,５００円

英検の各級の内容を学習します。
５級はまず英語の文字を見慣れるこ
とがらはじめます。
４級はすこしむずかしい構文や熟語
などを練習します。
ライティングはアルファベットを書
く練習です。
辞書あそびを通して、文字を判別する
スピードをあげ、速読力や長文読解へ
のステップへとつなげていきます。

7/24(火)167/31(火)168/7(火)168/9(木)158/16(木)178/21(火)168/23(木)158/28(火)16-

※ もちもの
①中学生用の辞書（和英・英和の両
方が入っているものがよい・カタ
カナの読み方つきのもの）
②明るい色の蛍光ペン
③Q タン・英検教材・なぞり書き教
材（持っている方）
④ノート

10:30-12:00
各回 90 分

各回 50 分

クイーンズ教室
またはファミリ
ー １,５００円

ビジター
１,５００円
クイーンズ教室
またはファミリ
ー
５００円

キッズ英会話

いままでにならった英語をどこまで 8/16(水)
8/17(木)
覚えているがチャレンジ。
フリークラスなので、いつもとちがう
16:00-16:50
お友だちといっしょにレッスン。
各回 50 分

スーパー暗記法
＆
速読入門

記憶の方法をかえるだけで、らく～に
たくさんのことが覚えられます。
「ピクチャーメモリー」は、覚える内
容を「写真にとった状態」で記憶しま
す。音声メモリーは、耳で聞いた情報
を記憶します。集中力を養います。
速読入門では動体視力アップのため、
高速での辞書引きや転写トレーニン
グにチャレンジします。
勉強時間の短縮や、にがてな教科やお
くれている教科のおいあげにも有効。
一度身につけば、その後は練習を続け
なくても OK.

ビジター
２,０００円
クイーンズ教室
ファミリー
１,０００円

非公開
※ビジター、ファ
(高学年対象)
ミリーはありま
（ 個 別 に お 問 せん。
い合わせくだ
さい）
クイーンズ教室
１,０００円

※もちもの
① 辞書(英和・和英の両方が入っ
たものがよい)
② 明るい色の蛍光ペン
③ ボールペン（黒と赤以外）

ホームワーク・クラブ

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

学校の宿題、クイーンズの宿題、自由 8/10(金)
学習。ひとりではつづきにくい勉強 8/17(金)
を、いつでも質問できるクラスでやっ
10:00-12:00
てみませんか。学習内容は自由。
「勉強に２時間取組む」練習でもあり 各回 120 分
ます。

メンバーズのみ

全クラスでご予約が必要です。（定員に達し次第、締め切りとなります。）
クラス時間が表記されていないクラスは、５０分レッスンです。
「♪印」のクラスはネイティヴ講師が担当します。
幼児の場合、お預かりに一定の条件がございます。ご相談ください。
レッスン１週間前以降のキャンセルは返金いたしませんので、ご了承ください。
クイーンズマナー本校のメンバーズご本人は全クラス無料です。
お問い合わせ・ご予約はお電話またはメールでお気軽に。

英会話スクール＆サロン

ザ・クイーンズ・マナー tel:079(230)4171 (日曜・月曜は定休)
http://www.thequeens.jp
e-mail : info@thequeens.jp
〒６７１－１１３６ 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－４７－２
一般英会話・ビジネス英語・TOEIC・TOEFL・IELTS・受験英語・留学ホームステイ斡旋・海外研修・
翻訳・講師派遣・ビジネスコンサルティング

クイーンズ・夏休みスクール ２０１２
あれこれしてみたいとは思うけど、
いつもは学校の勉強と部活で手いっぱい。
だけど卒業後の進路や就職を考えたら、
ちょっとむずかしいことにも取り組んでみようかなと思ったりもする。
せっかくの夏休みだからこそ、
ふだんはできないことにもチャレンジしてみよう！

中学・高校生・大学生
クラス

英検３級・準２級・２級
＆準１級

内容

日程

受講料 /
レッスン

英検受験に必要な単語や熟語、構文
を練習します。学校では習っていな
いものもたくさんあるので、教本を
しながら問題をたくさん解いてい
きます。

7/27(金)
7/31(火)
8/2(木)
8/7(火)
8/10(金
8/17(金)
8/21(火)
8/22(水)
8/29(水)
10:00-12:00

※ ビジターは
ありません。
クイーンズ教室
またはファミリ
ー １,０００円

2 級・準 1 級の学習では、単語を
分解して意味を推測する練習もし
ます。リスニング力と集中力アップ
のため、講師は通常よりかなり速い
スピードで話します。ノートを速く
とることにより、文字認識と処理の 8/16(木)
スピードがあがり、長文読解のスピ 18:00-20:00
ードもあがります。
各回 120 分)
準 1 級の作文指導も個別に行いま
す。

学校英語＆受験英語
（個別指導）

♪インターナショナル・
スクール

文法、リーダー、リスニング、単語、 個別にご予約
ください。
熟語など、勉強範囲は広すぎます。
今知りたいところ、わかりたいとこ １レッスン
5０分です。
ろを重点的に練習します。
学校の教科書など、教材はご自由に
ご持参ください。

インターナショナル・スクールと同
じく、通常の教科を英語だけで体験
します。
社会(世界地理または世界史)・
理科(生物または地学)・
数学(数と計算)を予定しています。
英検準 2 級程度の英語力が必要で
す。

7/26(木)
14:30-15:20
8/2(木)
13:00-13:50
8/7(火)
15:30-16:20
各回 50 分

ビジター
２,５００円
クイーンズ教室
またはファミリ
ー １,５００円

ビジター
2,500 円

クイーンズ教室
またはファミリ
ー 1,500 円

ノートのとり方講座

成績のいい人のノートには共通点
があります。文字の大きさや形、行
間や余白のとり方、地図などの絵の
描き方など──。
ノートのとり方ひとつで、学習の効
率がぐんとアップ。ノート診断もや
っています。

8/16(木)
8/17(金)
13:00-13:50

ビジター
2,000 円

8/18(土)
17:00-17:50

クイーンズ教室
またはファミリ
ー 1,500 円

各回 50 分
※個別診断＆アドバイスご希望の
方は、日程等ご相談ください。

暗記法
（ピクチャーメモリー法
＆音声メモリー法）
＆ 速読入門

画像で覚える方法と、音声録音で覚
える方法のふたつをトレーニング
します。どちらも「短時間＆大量」
がキーワード。覚える方法を解説し
ながら、練習します。
速読入門では動体視力アップのた
め、高速での辞書引きや転写トレー
ニングにチャレンジします。

メンバーズのみ
非公開
（個別にお問
い合わせくだ
さい）

※ 紙の辞書(英和辞典)と蛍光ペ
ン、ボールペン(黒と赤以外)
メンバーズのみ

えいご発声練習

8/9(木)
英語らしい発音のコツを伝授。
スピーチコンテストや英語でのプ 8/17(金)
17:00-17:50
レゼンに自信がつきます。

留学 ＆
就職カウンセリング

そろそろ卒業後を考えて──留学 個 別 に ご 予 約 無料
や就職に失敗しないための、英語業 ください。
界の本音をアドバイス。
TOEFL＆TOEIC 学習方法や、英語
を使う職業に就きたい人の必須ス
キルや履歴書・面接でのアピールポ
イントをアドバイスします。

＊
＊
＊
＊
＊

全クラスでご予約が必要です。（定員に達し次第、締め切りとなります。）
♪印はネイティヴの講師が担当します。
レッスン１週間前以降のキャンセルは返金いたしませんので、ご了承ください。
クイーンズマナー本校のメンバーズご本人は全クラス無料です。
お問い合わせ・ご予約はお電話またはメールでお気軽に。

英会話スクール＆サロン

ザ・クイーンズ・マナー tel:079(230)4171 (日曜・月曜は定休)
http://www.thequeens.jp
e-mail : info@thequeens.jp
〒６７１－１１３６ 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－４７－２
一般英会話・ビジネス英語・TOEIC・TOEFL・IELTS・受験英語・留学ホームステイ斡旋・海外研修・
翻訳・講師派遣・ビジネスコンサルティング

