
幼稚部・小学部１～３年生

☆ English & Japaneseコース
☆ English-only-Englishコース
☆ 日本語コース
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国際部 あざみ野校

English Learning Center
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☆ English-only-Englishコース
（Immersive English course)

At ena's English Learning Center, we teach in an English-speaking environment. 
Students maintain and develop English skills. These are advanced classes for 
students who have experience with English and want to achieve a native level of 
communication. Native English speaking instructors use authentic textbooks and 
materials. Students will focus on pronunciation, communication, and learning 
Western culture alongside Japanese culture. We have a library of English books and 
encourage recreational reading.

These classes above are for advanced speakers of English including:
 students who have lived in English-speaking countries
 students with English-speaking parents
 students who are preparing for international school
 students who wish to reach the English level of native speakers

•2-4 years old

•1-4 days per week

•Learn conversational English everyday activities

•Invigorating lessons from native English speaker

Cub Club

☆ English ＆ Japaneseコース

•5-6 years old

•1 day per week

•Learn reading comprehension and critical thinking 
skills

•Exciting and popular English language material

Panda Bear 
Club



☆ 日本語コース

•小１から小４

•ベネッセとスプリックスが開発した読書プログラムで
す。

ベネッセ

グリムスクール

•国語力、計算力の基礎と応用、学習の習慣と思考力を
身に着け、勉強の礎を築きます。

小３

算数・国語

•Learn at 1st & 2nd grade level of a native English-
speaking country

•Understand, think, and express ideas in English

Brown Bear 

Club

1st & 2nd Grade

•Learn at 2nd & 3rd grade level of a native English-
speaking country

•Read and write in English

Polar Bear 

Club

2nd & 3rd Grade



Cub Club(2～４ years old) 

★ Immersive English classroom with a native English teacher 
alongside a bilingual teacher

★ An advanced class for students who wish to maintain and pursue 
their English language development

★ Students experience a classroom environment as they would 
experience it in America or other English-speaking countries for a 
unique cultural adventure

★ Mixed age group setting to help develop social skills—students 
learn respect for older friends and responsibility for younger friends

★ Communication skills and clear expression of feelings

Schedule

Wednesday

English Only

13:00 ～ 16:30

＊（with snack time）

Tuesday, Thursday & 
Friday

English & Japanese

10:30 ～ 15:00

＊（with  lunch time）

Curriculum

(Things to learn in Pre-K 
and Kindergarten)

Circle Time

Songs, Stories, Art 

Expressing Feelings

Vocabulary

Phonics

Holidays & Calendars

Reading & Writing

Special 
Features

100% English 
environment

Mixed age group setting

Cultural education & 
immersion

Flexible schedule

Team teaching

春期講習

夏期講習

冬期講習

＊Please bring your own drink and snack or lunch.



Panda Bear Club(５～６ years old)

 Advance English skills with story time

 Listen and respond to children's literature in 
English

 Develop critical thinking skills in English

 Learn vocabulary in the context of popular 
and engaging stories

 Become familiar with the famous literature 
that defines American and European 
culture

 Develop an enthusiasm for reading and 
storytelling

 Children's library available and recreational 
reading encouraged

Panda Bear Club
(5～6 years old)

曜日 授業時間帯 定員

木 16:00 ～ 17:00 6名



Brown Bear Club(1st & 2nd Grade) 

Brown Bear Club
(1st & 2nd Grade)

曜日 授業時間帯 定員

土 13:00 ～ 15:05 6名

Processing and expressing thoughts in 
English is challenging, so it is difficult to 
reach beyond conversational level English. 
Hands-on teaching and direction from 
native-speaking teachers will provide 
valuable direction so that students are able 
to fully express themselves in English.

Listening

Understanding

Thinking

Presentation

Discussion



Polar Bear Club(2nd & 3rd Grade)

Polar Bear Club
(2nd & 3rd Grade)

曜日 授業時間帯 定員

土 10:00 ～ 12:05 6名

This class will continue to develop 
conversational skills and concentrate on 
building reading and writing skills. Students will 
learn independent reading and express complex 
ideas in writing. Native English teachers oversee 
the development of the students.

Vocabulary

Improve and 
increase 
vocabulary

SpellingImprove spelling

Reading
Relay written 
information verbally

Pronunciation

Phonics

Train mouth for 
English sounds

Writing
Advanced use of 
adjectives



ーーーーーーーー（小１～小４）

 □ もっと「本好き」になってくれないかしら・・・ 

□ いつも読書感想文で苦労するのよね・・・ 

□ 「読み間違い」が少し多いみたい・・・ 

□ もう少し積極的になってくれるとウレシイ・・・ 

□ 自分の考えを順序だてて話すことがまだちょっとニガテ・・・ 

＊初級クラスの金曜、土曜の授業内容は同じです。ご選択ください。

グリムスクール 曜日 授業時間帯 定員

初級（小1・小2）
金 16：00 ～ 17：00

各6名土 11：10 ～ 12：10

中級（小3・小4） 土 13：00 ～ 14：00

グリムスクールは、進研ゼミのベネッセとスプリックスが共同開発した読書プログラムで
す。学力の土台である「読む」「書く」「聞く」「話す」の国語力を楽しみながら身に着
けます。1冊の本を１ヶ月かけてご家庭で少しずつ読み進め、授業では、読んできた範囲
から出された問題に答えていきます。７２種類の作戦という方法があり、そのうちの３種
類の作戦によって一度の授業が進行されます。

ポイントその１
発達段階に合わせて
厳選された本！

ポイントその２
本の世界に引きこむ
しかけが満載！

ポイントその３
国語力・読解力を高める

プログラム！

お子さまにこんなことを感じられたことはありませんか？

登場人物を把握し、話の筋や書かれている内容を正確に読み取りながら、最後まで読みとお
す力を養う。

読む力

書く力

読み取った内容を、自分の言葉で表現できる力を養う。

聞く力 書く力 考える力

人の話を聞いたり、自分の思いを話したりすることで、人の気持ちやいろいろな考え方に
触れる。



小3 算数・国語

基本の習得が目的です。算数では、四則計算の訓練をつみ、文章題を解けるように
します。国語では、毎回、範囲を指定した漢字テストを行い、ことばの意味に気を
つけながら読解問題に取り組みます。どちらの科目も宿題を出し、家庭学習の習慣
もつけていきます。

小３ 曜日 授業時間帯

算数
火 16：30～17：20

授業内容は基本的に同じです。
ご選択ください。

土 14：10～15：00

国語
火 17：30～18：20

授業内容は基本的に同じです。
ご選択ください。

土 15：10～16：00

小３の壁

具象思考から抽象思考へ移行する時期。
国語の表現の仕方も難しくなります。

算数は、系統的な学びです。計算の分野は
積み重ねが大事なので、四則計算が定着し
ていないと、後に苦労することになりかね
ません。



時間割
火 水 木 金 土

10:30

Cub
Club

2-4 yrs old
(English

&
Japanese)

12:00

10:30

Cub
Club

2-4 yrs old
(English

&
Japanese)

12:00

10:30

Cub
Club

2-4 yrs old
(English

&
Japanese)

12:00

11:10

グリム
スクール
初級
小1
小2

12:10

10:00

Polar
Bear
Club

2nd & 3rd

Grade

12:05

12:00

Cub
Club

2-4 yrs old
(English

Only)

15:00

13:00

Cub
Club

2-4 yrs old
(English

Only)

16:30

12:00

Cub
Club

2-4 yrs old
(English

Only)

15:00

12:00

Cub
Club

2-4yrs old
(English

Only)

15:00

13:00

グリム
スクール
中級
小３
小４

14:00

13:00

Brown 
Bear Club
1st & 2nd

Grade

15:05

16:30

小３
算数

17:20

16:00

Panda
Bear
Club

5-6 yrs
old

17:00

16:00

グリム
スクール
初級

小１・小２

17:00

14:10

小３算数

15:00

17:30

小３
国語

18:20

15:10

小３国語

16:00



料金表

年齢 科目 月額授業料 月額維持費

２歳～4歳 Cub Club

週当たり セット料金

3時間 ￥25,000

3時間半 ￥28,000

4時間半 ￥34,000

6時間 ￥38,800

7時間 ￥41,200

8時間 ￥43,300

12時間半 ￥51,400

17時間 ￥59,500

￥2,500

English-only-Englishコース

日本語コース

小１～小４
ベネッセ

グリムスクール
60分/週 ￥4,800☆ ￥2,500

小３ 算数・国語 100分/週 ￥8,000 ￥2,500

 上記月額授業料は、年間授業料を一ヶ月相当に換算した金額のため、各月の授業日数に
よる変動はございません。

 ★ 教材費は別途ご請求いたします。
 ☆ 書籍代は別途実費でご請求いたします。
 授業料、月額維持費、教材費には消費税［8％］が加算されます。

5歳～6歳 Panda Bear Club 60分/週 ￥10,200★ ￥2,500

小１・小２
Brown Bear Club
1st & 2nd Grade

120分/週 ￥19,800★ ￥2,500

小２・小３
Polar Bear Club 
2nd & 3rd Grade

120分/週 ￥19,800★ ￥2,500

English & Japaneseコース



入学金：25,000円 ご兄弟姉妹2人目：15,000円 3人目以上：5,000円

（上記金額に、消費税[8％]が加算されます。) 

ena 他校舎(国内・海外)に在籍している、または在籍していた方は、入学金は不要です。 
 

 

 
① 週当たりの授業分数によって授業料が算出されます。 
② ena 他校舎の授業との組み合わせは可能ですが、あざみ野校の受講科目のみで授業料と諸費が算出され

ます。 
③ 諸費には、教材・通信・維持費が含まれます。 

 

 

 

（１） ２０１６年度の授業は、２０１６年２月より２０１７年１月までとなります。 

（２） 自然災害による休講あるいは授業の中断は、その振替ができない場合があります。 

（３） ご住所、電話番号、メールアドレスなどに変更があった場合は、変更届をご提出ください。 

（４） 月謝を滞納された場合、出席停止とさせていただきます。 

（５） 「本科登録書」提出から８日以内に解約のお申し出があった場合には、納入金を返還いたします。 

以上、各点につきましてあらかじめご承諾いただきますようお願い申し上げます。 

   

 

 

（１） 初回の納入金は、①入学金 ②初めの２回分の月謝(５月入学であれば５月と６月分。諸費含む)です。

クレジットカード、もしくは銀行振込みでのご納入をお願いいたします。 

（２） ３回目以降の月謝(５月入学であれば７月)から、口座振替(自動引き落とし)をさせていただきます。 

（３） 引き落とし日程は、別紙をご覧ください。 

（４） 校舎窓口にて、「預金口座振替依頼書」にご記入・ご捺印いただくため、通帳かキャッシュカードと、

お届けの印鑑をお持ちください。 

（５） ena から追加でご購入される教材費などの費用は、書面ベースで確認書を交わし、翌月もしくは翌々

月の月謝に加算させていただきます。保護者様が校舎窓口にお越しの場合は、クレジットカードをご

利用いただけます。 

    あざみ野校 201６年度後期費用について 
 



  

（１） 「変更届」を、前月 15 日までにご提出された場合に限り、該当月の①休学・②退学・③履修科目数

の変更 を受け付けます。 

（２） 変更届をご提出の前に、必ず担当講師・または校長にご相談ください。 

（３） 期日を過ぎて提出された変更届、記入漏れのある変更届、保護者様のご署名・印のない変更届は無効

です。 

（４） 調整は、授業料のみで行なわれ、諸費・入学金については例外なく行なわれません。調整の場合は 500

円を手数料としていただきます。 

（５） ena 講師・スタッフへのお電話・メール・ＦＡＸのみ、または口頭のみでの変更連絡はトラブルのも

ととなりますので受け付けかねます。 

 

 

 

（１） 新年度開講月の２月をのぞき、調整のない「前月と同じ内容」のご請求をさせていただきます。ただ

し、後期開講月の９月に関しては、前期最終月である７月と同じ内容のご請求をさせていただきます。 

（２） 前月よりも受講時間が増えた場合の差額は、翌月の月謝に加算させていただきます。 

 

 

   コックピットサポートシステム 
 

enaのすべての校舎で、コックピットサポートシステムが完備されています。 
 

生徒証(磁気カード)を校舎受付のカードリーダーに当てることで、お子様の入室・退出のお知らせが、

保護者様の登録メールアドレスに自動的に連絡が届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際部 あざみ野校

English Learning Center

〠２２５－００１１
神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－５－２
あざみ野リッセ ２F
TEL ： ０４５－９０５－５４０１
FAX ： ０４５－９０５－２６６３
E-MAIL： elc@enakokusaibu.com
HP ： www.ena-kikoku.com

mailto:elc@enakokusaibu.com

