オンラインレッスン
対面レッスン選択できます！
杉並本校・荻窪校・久我山校・田無校・光が丘校

竹原英語スクール 2020

●オンライン（10 日間）
前期
後期

8/3（月）～8/7（金）
8/24（月）～8/28（金）

●対面（10 日間）
前期
後期

8/10（月）～8/14（金）
8/17（月）～8/21（金）
（5 日間～）

6/22（月）～8/31(月)まで
竹原英語スクール ☎03-3397-8019

夏期講習受講について 【オンライン・対面レッスン】
オンライン・対面レッスン
お選びいただけます！

夏期講習受講について
●夏期講習からのご体験・ご入会も受け付けております。

●在校生の方(小学生４技能コース・中学生・高校生)は、年間を通したカリキュラムの一環となっているため、
対象クラスの方全員にご参加いただいております。いずれかのコースをご選択のうえお申込みください。

グループレッスンについて
✔前期・後期それぞれの受講形態をお選びいただけます。対面・オンライン同じ内容を実施いたします。
✔グループレッスンの宿題については、『TES 連絡サイト』（https://goo.gl/te337g）でご確認頂けます。
✔グループレッスン【対面】のご受講で、ご都合のつかない日がある方は、補講にご参加下さい。
✔事前準備のため、ご参加される日程は、必ず講師までお伝えください。

「TES 連絡サイト」は
こちらの QR コード

【対面グループレッスン 補講で行うこと】

からもアクセス可能です

★学年・クラスを問わず、複数の生徒向けに実施しています。
★おひとりずつに欠席された日の課題をお渡しします。通常の講義形式のレッスンとは異なりますが、
複数の講師が担当し、文法説明や問題演習、長文和訳などを個別に確認して回ります。
★レッスンをお休みされた方だけでなく、進度に不安がある方や問題演習を多く行いたい方も、
ご参加下さい。

個人レッスンについて
✔お申込みいただいた希望日より、日程を設定後ご連絡いたします。対面・オンラインをお選びいただけます。

オンライン受講について

【グループ・個人・集中単科コース】

✔グループ・個人レッスン(ご希望の方)、また夏期集中単科コースの授業をオンラインで受講できます。

オンラインレッスン受講の方は
必ずご確認ください！

➀授業を受ける前の事前準備
１）スマホ・タブレットにて授業を受講される方は、

Zoom アプリをダウンロードしてください。または PC にてメール受信をしてください。
２）ご登録のメールアドレスへ「招待 URL/ID/パスワード」をお送りいたします。

②レッスン当日

※レッスン前日までに届かない場合はお問合せ下さい。

１）授業開始５分前を目安に、「招待 URL」をクリックしてアクセスして

参加時のアカウント名は

いただくか、アプリから参加される場合は、ID/パスワードでログインして、 本名に設定して下さい
授業(ミーティング)へご参加ください。
２）順次、各先生より参加承認されるまでお待ちください。
３）承認され次第、授業(ミーティング)への参加は完了です。
※講師の音声が聞こえるかどうか、各自デバイスの確認をしてください。
※講師の画面を固定して見えるように設定してください。

１

夏期講習スケジュール
７月

８月

7/21(火)まで通常レッスン

通常レッスンはお休み

7/22(水)～28(火)に３月の振替レッスン実施*

夏期講習

単語道場・スピーキング

7/28(火)まで通常レッスン

お休み

個人レッスン

7/28(火)まで通常レッスン

グループレッスン

火曜日

03

9/1(火)～
スタート

夏期講習
*すでに実施済みのクラスは
この期間には行いません。

8月

2020
月曜日

９月

金曜日

土曜日

日曜日

04
05
06
●夏期講習【オンライン】
（グループ前期）
〇集中単科コース【オンライン】

07

08

09

10

11
12
13
●夏期講習【対面】（グループ前期）

14

15

16
・夏期講習【対面】
（グループ補講）

17

18
19
20
●夏期講習【対面】（グループ後期）

21

22

23
・夏期講習【対面】
（グループ補講）

24

25
26
27
●夏期講習【オンライン】
（グループ後期）
〇集中単科コース【オンライン】

28

29

31

01

27

水曜日

28

29

木曜日

30

31

01

02

30

★小学生(４技能コース)/中学生・高校生の方へ

お申込方法・締切

季節講習は原則として全員参加となります。
いずれかの形態で受講して下さい。

●オンライン申込フォームへ必要事項をご入力の上、お申込み下さい。

お申込みフォーム➡

https://kaki2020.takehara-eng.tokyo/

❖お申込み締切 ７月 25 日(土)
受講料 納入について
●各コースの受講料は、学年ごとのページをご覧ください。
＜在校生の方＞

受講料は、10 月分お月謝と合算してご請求させて頂きます。（※9/28(月) 引き落とし）

＜夏期講習より新規ご入会の方＞
指定銀行口座への振込にてお納め下さい。
ご入会金 15,000 円（税別）と夏期講習受講料（管理費 500 円(税込)含む）を
合わせたご請求書を送付させて頂きますので、記載の期日までにお支払い下さい。
２

ｘグループレッスン

小学４年生

小学生
気持ちを伝える表現を学習～英語を楽しむ５日間！

５日間

３月から、小学４年生クラスでは４技能を強化するレッスンがスタートしました。
＜自己紹介＞＜「誕生日」「好きな教科」「自分の好きなもの」をたずねる・伝える＞を学んできました。
夏期講習では、通常のテキストを離れて１日１つの学習テーマに基づいたプログラムで、
楽しく学びながら英語の力を伸ばします。
学習内容

＊以下の内容を組み合わせて、５日間のプログラムを組んでいます

●100 単語チャレンジ！・・・１日 20 個×５日間＝100 個の単語をマスタ―！
●英語の表現を学ぼう・・・気持ちを伝える表現、動作を表す表現を学びます。
●英語で絵本を読もう・・・学習した表現を用いた絵本を、１日１冊読みます。音読にも挑戦！
●英語の音に触れよう・・・リスニング問題にチャレンジ！＋夏にちなんだ英語の歌を歌いましょう♪

小学５年生

動作を表す表現で自分のことを伝えよう～発信力を磨く５日間！
５日間

３月から、小学５年生クラスでは４技能を強化するレッスンがスタートしました。
＜自己紹介＞＜「月・季節」「時刻・日課・家での役割」をたずねる・伝える＞を学んできました。
夏期講習では、通常のテキストを離れて１日１つの学習テーマに基づいたプログラムで、
楽しく学びながら英語の力を伸ばします。
学習内容

＊以下の内容を組み合わせて、５日間のプログラムを組んでいます

●100 単語チャレンジ！・・・１日 20 個×５日間＝100 個の単語をマスタ―！
●英語の表現を学ぼう・・・動作を表す表現、習慣・状態を表す表現を学びます。
●英語で本を読もう・・・英語の本を読み、自分のお気に入りのページを音読・発表！
●世界を学ぼう・・・世界の国々について、楽しみながら学習します。

小学６年生

10 日間

be 動詞と一般動詞の学習～動詞をマスターする 10 日間！

１学期は『CORE English』のテキストを用いて、単語力を強化し、英語に親しんできました。
夏期講習からは、英語を構造的に理解する「文法」としての学習をスタートします。英語のルールを学ぶこと
で、より理解が深まります。知っている英語を、自分で使える英語に近づけていきます。
学習内容
◆前期

*テキストは『CORE English』に加えて新たに『マイクリア』を使用します
be 動詞の表現を体系的に学びます。主語に応じた be 動詞の使い分け、否定文・疑問文の
作り方を順に学び、書く・話す形でアウトプットできる力も養います。

◆後期

一般動詞の表現を学習し、否定文・疑問文の作り方も学びます。
be 動詞と一般動詞を混同した文を作らないように、問題演習も多く行います。

◇前期・後期共に、単語テスト、リスニング、CORE English の学習も行います。
３

◆対面コース◆

オンラインレッスンと内容は同じです。

▶日時
杉並本校

荻窪校

久我山校

田無校

光が丘校

▶補講

小学４年生

＜５日間＞

８月 10 日(月)～８月 14 日(金)

11:00-12:50

小学５年生

＜５日間＞

８月 17 日(月)～８月 21 日(金)

11:00-12:50

小学６年生

＜10 日間＞

小学４年生

＜５日間＞

８月 ３日(月)～８月 7 日(金)

13:00-14:50

小学５年生

＜５日間＞

８月 ３日(月)～８月 7 日(金)

15:00-16:50

小学６年生

＜10 日間＞

小学４年生

＜５日間＞

８月 10 日(月)～８月 14 日(金)

9:00-10:50

小学５年生

＜５日間＞

８月 17 日(月)～８月 21 日(金)

9:00-10:50

小学６年生

＜10 日間＞

８月 10 日(月)～８月 14 日(金)
８月 17 日(月)～８月 21 日(金)

８月 10 日(月)～８月 14 日(金)
８月 17 日(月)～８月 21 日(金)

８月 10 日(月)～８月 14 日(金)
８月 17 日(月)～８月 21 日(金)

小学５年生

オンラインレッスンをご受講ください

小学６年生

オンラインレッスンをご受講ください

小学５年生

＜５日間＞

小学６年生

＜10 日間＞

８月 ３日(月)～８月 7 日(金)
８月 ３日(月)～８月 7 日(金)
８月 24 日(月)～８月 28 日(金)

14:00-15:50

9:00-10:50

11:00-12:50

15:00-16:50
17:30-19:20

ご都合のつかない日がある場合は、下記の日程の補講にご参加いただけます。
校舎

補講日時

杉並本校・荻窪校・久我山校
光が丘校

8/15(土), 16(日) 11:00-13:00 / 13:30-15:30
8/22(土), 23(日) 11:00-13:00 / 13:30-15:30
8/15(土) , 8/22(土) 11:00-13:00 / 13:30-15:30

※時間帯を２つ設けておりますので、ご都合の良い方をお選び下さい。両方の時間帯へのご参加も可能です。

◆オンラインコース◆
▶日時
５校舎
共通クラス
です

▶補講

対面レッスンと内容は同じです。

小学４年生

８月 24 日（月）～28 日（金）[５日間] 17:30-19:20

小学５年生

８月 3 日（月）～ 7 日（金）[５日間] 17:30-19:20

小学６年生

８月 ３日（月）～ ７日（金）[前期５日間] 17:30-19:20
８月 24 日（月）～28 日（金）[後期５日間] 17:30-19:20

レッスン動画は、授業後にご覧いただけますので、お休みされた際やご自宅での復習にもお役立てください。
また、質問等ができる時間を設定いたします。

◆お申込み方法・費用について◆
▶費用
▶お申込方法

オンライン・対面共通

＜４・５年生＞ １５,０００円（税別）(5 日間)
＜６年生＞

３０,０００円（税別）(10 日間)

２ページをご覧下さい。

[*在校生の方は 10 月分月謝と
合算してご請求となります。]

[*通常個人レッスンの方でも、グループレッスンでの受講が可能です。]

４

●
小
学
生
コ
ー
ス

グループレッスン 中学生

中学１年生

時制の基本を完全マスター

文法
◆前期

現在進行形、一般動詞の過去形（規則動詞・不規則動詞）

新たな文法項目として、現在進行形を学習し、不規則動詞を含む過去形もマスターします。
◆後期

be 動詞の過去形、過去進行形、未来形

前期に学習した内容に続き、be 動詞の過去形、過去形と過去進行形の違いを区別していきます。
さらに will や be going to を使った未来形へと進み、基本の時制をおさえていきます。
長文
文法に沿った Progress、New Treasure の長文を読み進めます。一文ずつしっかりと対訳することで、
読解の基礎を固めていきます。

中学２年生

中学文法の要！ 受動態と関係代名詞

文法
◆前期

受動態

動詞の活用の１つである過去分詞の形を新しく習得し、それを用いる受動態を学びます。
受動態の表現を学ぶことで、英語の表現の幅が一層広がります。
◆後期

関係代名詞

関係代名詞を使った修飾方法を習得し、「主格・目的格・所有格」とそれぞれの識別を学びます。
長文や文法問題にも頻出の関係代名詞を学び、和訳の仕方、英文の作り方も身につけます。
長文
文法に沿った Progress、New Treasure の長文を読み進めます。
後期には、リンカーンやキング牧師についての長文も扱い、アメリカの歴史にも触れていきます。

中学３年生
文法

中学英語の総まとめ＋新出文法項目

私立高校の入試で問われる文法を学習！ 【中学総まとめ】も行います。

◆前期

分詞構文

分詞構文の作り方と接続詞を使った文との書き換えを学びます。

◆後期

話法

文法項目の中でも難解な「話法」を徹底解説します。

長文
通常授業で使用している Progress、New Treasure を離れ、対話文や論説文などの
さまざまな種類の文章を読みます。受験対策も取り入れ、設問の答え方も指導します。
５

◆対面コース◆
▶日程

８月 10 日（月）～14 日（金）

[前期５日間]

８月 17 日（月）～21 日（金）

[後期５日間]

▶時間帯
中学
１年生
中学
２年生
中学
３年生

▶補講

オンラインレッスンと内容は同じです。

杉並本校

荻窪校

久我山校

田無校

光が丘校

16:00-17:50

19:00-20:50

12:00-13:50

9:00-10:50

12:00-13:50

11:00-12:50

17:00-18:50

17:00-18:50

11:00-12:50

14:00-15:50

9:00-10:50

14:00-15:50

19:00-20:50

14:00-15:50

19:00-20:50

ご都合のつかない日がある場合は、下記の日程の補講にご参加いただけます。
校舎

補講日時

杉並本校・荻窪校・久我山校
田無校・光が丘校

8/15(土), 16(日) 11:00-13:00 / 13:30-15:30
8/22(土), 23(日) 11:00-13:00 / 13:30-15:30
8/15(土) , 8/22(土) 11:00-13:00 / 13:30-15:30

※時間帯を２つ設けておりますので、ご都合の良い方をお選び下さい。
両方の時間帯でご参加いただくことも可能です。

◆オンラインコース◆
▶日程

対面レッスンと内容は同じです。

８月３日（月）～７日（金）

[前期５日間]

８月 24 日（月）～28 日（金）
▶時間帯

１年生

17:30-19:20

２年生

17:30-19:20

３年生

19:30-21:20

中学

５校舎
共通クラス
です

▶補講

[後期５日間]

中学
中学

レッスン動画は、授業後にご覧いただけますのでご自宅での復習にもお役立てください。
お休みされた方は、欠席分動画をご覧いただけます。また、質問等ができる時間を設定いたします。

◆お申込み方法・費用について◆

オンライン・対面共通

▶費用

３０，０００円（税別）(合計 10 日間) [*在校生の方は 10 月分月謝と合算してご請求となります。]

▶お申込方法

２ページをご覧下さい。

[*通常個人レッスンの方でも、グループレッスンでの受講が可能です。]

６

●
中
学
生
コ
ー
ス

グループレッスン 高校生

高校１年生

高校文法の基礎固め～２学期の予習となる分詞・比較

文法
◆前期

分詞、分詞構文

中学で習った分詞を再確認し、限定用法・叙述用法の理解を深めます。
さらに分詞構文の作り方、書き換えまで学習していきます。
◆後期

比較（基礎～応用、慣用表現）

中学での既習範囲を確認し、応用、慣用表現を学んでいきます。
入試頻出の慣用表現は暗記にとどまることなく、理解を深めていきます。
長文

長文読解＋英字新聞！

内容一致という設問形式に焦点をあて、比較的短い文を
徹底的に読みこなし、読解の基本を身につけていきます。
また、英字新聞も取り入れて、世界情勢に目を向けていきます。

高校２年生
文法

弱点克服・文法総復習＋長文読解の基礎練習

総合演習（基礎確認編）

高 1 で学んだ内容を、文法項目別に演習していきます。
「確認問題」と「実践問題」に分かれていますので、まだ自信のない文法を再確認できます。
長文
大学入試共通テストレベルの英文を読みこなせるようになることを目標に、300～500 語の標準レベルの
英文を読んでいきます。
段落構成、論理展開などの読解方法を学び、模試や受験を意識した読み方をマスターしていきます。

高校３年生
文法

実践演習 中堅私大～難関私大レベルまで網羅

総合演習（実力完成編）

大学入試に向け、春期講習よりもさらに細かく、難解になった文法問題に取り組みます。
文法項目別の演習は最後となります。曖昧な文法知識を確実にしていきましょう。
長文
中堅私大から国公立２次、難関私大レベルまでの長文を読み、語彙と用法の分析、構文解釈など
多様な設問形式を通し、応用力を付けていきます。
多くの英文を読み、２学期以降の過去問演習につなげていきます。受験対策だけではなく、高校３年間の
総まとめにもなる講座です。
７

◆対面コース◆

オンラインレッスンと内容は同じです。

８月 10 日（月）～14 日（金）

▶日程

[前期５日間]

８月 17 日（月）～21 日（金）
▶時間帯
高校
１年生
高校
２年生
高校
３年生

▶補講

田無校・光が丘校 高校２年生クラスは
前期：8/3～8/7 後期：8/24～28

[後期５日間]

杉並本校

荻窪校

久我山校

田無校

光が丘校

19:00-20:50

11:00-12:50

9:00-10:50

16:00-17:50

17:00-18:50

19:00-20:50

16:00-17:50

16:00-17:50

前期：8/3～8/7 後期：8/24～28

19:30-21:20
17:00-18:50

19:30-21:20

個別対応

※日程は

個別対応

※日程は

いたします

お問合せ下さい

いたします

お問合せ下さい

ご都合のつかない日がある場合は、下記の日程の補講にご参加いただけます。
校舎

補講日時

杉並本校・荻窪校・久我山校
田無校・光が丘校

8/15(土), 16(日) 11:00-13:00 / 13:30-15:30
8/22(土), 23(日) 11:00-13:00 / 13:30-15:30
8/15(土) , 8/22(土) 11:00-13:00 / 13:30-15:30

※時間帯を２つ設けておりますので、ご都合の良い方をお選び下さい。
両方の時間帯でご参加いただくことも可能です。

◆オンラインコース◆

対面レッスンと内容は同じです。

８月３日（月）～７日（金）

▶日程

[前期５日間]

８月 24 日（月）～28 日（金）
▶時間帯

▶補講

１年生

19:30-21:20

２年生

19:30-21:20

３年生

個別で対応いたします。

高校

５校舎
共通クラス
です

[後期５日間]

高校
高校

レッスン動画は、授業後にご覧いただけますので、お休みされた際やご自宅での復習にもお役立てください。
また、質問等ができる時間を設定いたします。

◆お申込み方法・費用について◆

オンライン・対面共通

▶費用

４０，０００円（税別）(合計 10 日間) [*在校生の方は 10 月分月謝と合算してご請求となります。]

▶お申込方法

２ページをご覧下さい。

[*通常個人レッスンの方でも、グループレッスンでの受講が可能です。]

８

●
高
校
生
コ
ー
ス

個人レッスン

中学生・高校生・小学４・５・６年生(４技能コース)の方

あなたに合わせたカリキュラムを
マンツーマンで集中的に！
小学４・５・６年生(４技能コース)の方
中学生・高校生の方
通常、個人レッスンで通っている方はもちろん、グループレッスンの方も受講可能！

「７月のテスト対策をしたい！」

６月中から
受講可能！

「新学期になる前にここを克服しておきたい！」
「次回の英検に向けて！」 など、ひとりひとりに合ったご要望を取り入れて進めてまいります。
▶日程

6/22(月)～8/31(月)まで （５日間～）
※５日以上の日程でもお受けしております。
※通常グループ（小学６年生～高校３年生）の方は、夏期講習グループ 10 日間の内容を網羅するため７日間以上お取りください。

▶費用

３５，０００円（税別） （２時間×５日間
４９, ０００円（税別） （２時間×７日間

計１０時間）
計１４時間）

[*在校生の方は 10 月分月謝と合算してご請求となります。]

▶お申込方法

お申込み後の日数の減免は
できません。ご注意ください。

２ページをご覧下さい。

個人特別レッスン

※こちらの個人レッスンは４技能コース以外の方が対象です。

英会話コース、または個人レッスンでお通いの方は、8 月は通常授業が全てお休みとなります。
お休みの期間中、小学生対象の個人レッスンを受講いただけます。

『１ヶ月間空いてしまうのが不安・・・』 『学校がお休みの間に、集中的にレッスンを受けたい！』 という方にも、
『英検 Jr.、英検各級対策』 をご希望の方にもおすすめです。

▶日程

６月２２日（月）～８月３１日(月)まで

▶費用

１時間 ３,５００円（税別） / １時間３０分 ５,２５０円（税別）

▶お申込方法

お電話にて承ります

（１レッスン１時間から受講していただけます）

TEL 03-3397-8019（代表）

９

夏期特別講座（オプションコース）
夏期講習にプラスして、もっと学びたい方へ！
夏休みの間に苦手分野を克服し、夏以降につながる自信と実力をつけましょう！
全 40 講座

集中単科コース

から選べる！

➡別冊子にて講座内容を詳しく載せています！

※在校生の方は、オプションコースは夏期講習と合わせてご受講ください。

苦手な単元をもっと強化したい・英検対策をしたい、など
目的に沿って１講座から受講していただくことができます。
英検対策をしたい方は「英検対策講座」を、
また文法を強化したい方は「文法講座」からお選び下さい。
▶開催

全講座オンラインレッスン

▶日時

８月３日(月)～８月 7 日(金)

…17：30～19：20 / 19：30～21：20

８月 24 日(月)～８月 28 日(金)
▶費用

…17：30～19：20 / 19：30～21：20

１講座 ２,０００円(税別)
＜外部生の方：単科コースのみの受講の場合、入会金不要です＞

▶お申込方法

専用のオンライン申込フォームよりお申込みください。
➡（URL：https://tanka.takehara-eng.tokyo）
またはお電話（TEL: 03-3397-8019）にてお申し込みください。

▶お支払方法

在校生の方 お月謝に合算してお引き落としになります。
外部生の方 請求書を送付させて頂き、お振込となります。（それぞれのキャンセル期限後に送付予定です。）

▶キャンセル
ポリシー

◍8/3~8/7 の講座…7/31(金)までキャンセル・変更が可能です。
◍8/24~8/28 の講座…8/21(金)までキャンセル・変更が可能です。
※上記期限以降のキャンセルはできません。別の単科講座に変更してのご受講は可能です。

▶レッスン受講方法

PC・スマホでご利用いただけるアプリ「zoom」によるオンラインレッスンです。
レッスンの受講については、以下の「オンラインレッスンの受講の仕方」をご確認ください。
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(株) ティー・イー・エス

竹原英語スクール

杉並区井草 5-5-16 SunnyHill 井草千川通 2F

杉並本校(代表) Tel: 03-3397-8019 / Fax: 03-3397-8031
HP: https://www.tes-hp.com
杉並本校

荻窪校

私立学校別

吉祥寺校

久我山校
私立学校別

茗荷谷校
上石神井校

田無校

光が丘校

