２０１８ 年案内

入会案内
入会の前に、講師と直接会って、クラスについて話
と教室も実際に見てもらいます。その後適切なクラス
での無料体験レッスンを受けてもらいます。

小・中・高校生のクラス

入会案内およびテストを希望の方は、電話、または
メール windsorschool@mac.com で日時をご予約
下さい。

毎月第一土曜日の午後 ２時 〜 ４時までを、”オー
プンデー”とし、スクールの案内や説明をしています
が、電話予約して下されば、授業のない時間帯に、同
様の案内を致します。

Windsor
Academy

ウインザーイングリッシュスクール
秋田県由利本荘市小人町１００ー２
tel: (0184) 24-0399

☎

24-0399

http://windsorschool.biz

レッスンに最大８人での少人数クラス。
教室は１６畳程の広さで、可動式テーブルと大きいマ
ルチメディア用のプロジェクターがあります。
駐車場は教室から８０m程のところにあります。

講師紹介
Christopher Sato
イギリス生まれ
ウォリック大学英独文学科
スターリング大学院、PR科修士課程修了
外国語としての英語教授法・ディプロマ

小学生向け定期的なテスト
ウィンザー・イングッリッシュ・スクールでは、３、
４ヶ月に１回の割合で小学生向けのテストを実施して
います。
当スクール独自のテストで、レベ
ルを４つに分け、

下記の４ヵ国で英語教育に携わりました。
・オーストリア（ウィーン） 1986~1987
AET公立学校

それぞれのレベルでリスニング、
ボキャブラリー（語彙）、
フォニックス、スピーキング

・イギリス（ウィンザー） 1987~1988

（会話）のテストがあります。

語学学校講師

・日本（茨城県日立市） 1988~1994
茨城英語研修場

短期大学講師

・ドイツ（ハナウ） 1995~1997
マーケティング担当

企業講師

コース案内
小・中・高生のクラス

ウィンザー・イングッリッシュ・スクールは１９９８
年にオープンし、今年１６年目を迎えます。
１６年間由利本荘市の現在の場所で英会話クラスを続
け、地元企業や大学での出張レッスン、非常勤講師と
しても働いています。

Communication Understanding
上記２つの言葉が、当スクールの教育理念の中心とな
ります。 コミュニケーションと相互理解。
世界で何が起こっているのか学び始めた小さい子供
や、テストのために英語を一生懸命勉強する生徒、仕
事で必要な英語を学ぶビジネスマン、英会話の勉強し
直しする人まで、英語を通して考えを伝え、理解した
いという願いは皆一緒だと私たちは信じます。

全てのクラスは外国語としての『英語教授法』の資
格を持つネイティブスピーカーによって、教えられて
います。クラスでは、生徒が楽しみながら英語で話す
ことを一番の目的としていますが、よみ、かき、文法
も、学年が上がるごとに増えて行きます。毎週単語を
主としたホームワークが出されますが、毎回やってく
るお子さんは確実に力がついています。
小学生のクラスにはテキストが準備され、その内容
が、勉強の中心となります。通常、レッスンの半分弱
の時間でを勉強し、残りの時間で、会話の練習をした
り、新しい言葉や文型を補強しながら、いろいろな会
話の技術を身につけます。レッスン最後には，ゲーム
で楽しむこともあります。

以下の表はこどもアカデミーのモデルとなるものです。それぞれのレベルは約１８ヶ月です。
レベル／年

言語習得のゴール

典型的なレッスンの焦点（例）

齢

Turtle
(小１２年生）

Penguin
(小２３年生）

Otter

・アルファベットの音と形の習得
・基本の文の表現
・基本的な質問に対する答え（とっさの）
・３文字単語の習得（読み書き）
・短い返事の区別 - yes I do, no I don’t など
・とっさの返事

・基本的文章を読み始める

(小４５年生）

Sealion

・基本的文章を読み、理解する

(小５６年生）

・外国語が話せる良さがわかる

Puffin
(中１２年生）

Swan
(中３・高１年
生）

Seagull
(高２３年生）

・簡単な時制（現在・過去・未来）の認識
・とっさではない表現を実際に使う簡単な
直接的な質問を理解する
・自己の感情の表現
・「英語が好き」、から「英語が自信を持
って話せる」に変えていきます。
・文化的相違のきちんとした理解
・情報や相手の意向などを理解したり自分
の考えを表現したりする

-

revision of “I can ...” “I canʼt ...” with flashcards
textbook - “can you ...?” questions
phonics practise: middle “e” sound - “ten” “net” “bed”
game: musical chairs (revise todayʼs class)

-

revision of time
textbook - what is it?
pairwork - “what time do you get up/go to bed?” etc.
game: Simon Says

-

revision of “this is” “that is”
textbook - “these are shoes” “those are bags”
writing activity to practise “these are” “those are”
phonics practise: “ai” sound - “rain” “chair” “tail” “Spain”
vocabulary cards game

- dictation writing exercise of 4-letter words
- textbook - dialogues of children in a souvenir shop
- communication activity of guessing which country various
dolls originate from
- Who Am I game - describing appearances of people
- a jazz chant to practice English rhythm and intonation
- pairwork - listen to partnerʼs problems and give advice
using “you should ...”, “why donʼt you ...?” etc.
- song - listen and complete missing words of One Direction
song “You and I”
- watch a TV commercial of a girl who tries to contact an old
man on the moon. Write the story on the board
- pairwork activity to practise tags “you donʼt have a sister,
do you?
- game: regular vocabulary & listening team game

- watch a short video of various British families relaxing and
talking in their living rooms. Then discuss cultural points as
well as practice the language related to the video

月謝案内
グループレッスン

教室はこちらにあります
（由利本荘のJ A のうら）

小・中・高生の グループレッスン
（一回６０分授業）
月謝￥６０００
レッスンは基本的に決められた曜日の週一回で祝日はお休
みとなります。年間４７回のレッスン数としております。

個人レッスン
個人レッスンは一般（大人）の方向けです。
入試、試験前等の特別な場合に限り、短期で対応
します。
駐車場は JA と鶴舞温泉の交差点にあります

設備費、冷暖房費などはありません。
教材代 小学生年間約￥２０００

小学生クラスのクリスマス会

小学生クラスの教科書

秋田国際協会が開催した２０１３年の小学
生英語スピーチコンテストに本教室から
３人が参加しました。

