センター南校 英語教室 クラススケジュール【室長】
（株）PFアカデミー
【日中のクラス】

月

火

水

3100円

3100円

3100円

海外ドラマ ﾀﾞｲｱﾛｸﾞﾘｽﾆﾝ
「OC」
ｸ
(11:30(11:3012:30)
12:30)

海外ドラマ
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12:3013:45

2060円

5400円

月謝制/月４回
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11:15～12:15

Lis＆瞬間英 Lis＆瞬間英 H29/10
作
作
文法クラス

12:30～1:30

月謝制/月４回

3100円

3100円

H30/4月
Lis＆瞬間英
ﾀﾞｲｱﾛｸﾞﾘｽﾆﾝｸﾞ
文法クラス
作

3100円

3100円

土
海外ドラマ
「OC」

とっさに出す
（2･4週/月2
回）

3100円

金

英検対策 ﾀﾞｲｱﾛｸﾞﾘｽﾆﾝ
ｸﾞ
（２級-準１
（上級）
級）

10:00～11:00

月謝制/月４回

木

3100円

16:00-17:15

H30/4
総合英語

月謝制/月４回

5400円

【夜の社会人・大学生対象英語クラス】

8:00-9:30

H30/5
TOEIC650
スコア保
証

月謝制/月４回

¥10,800

◆4月開講
「お母様のための英語教室」・・・・月曜 12:30～13:30 月謝￥3100
まずは、このクラスから英語をしっかりマスターしていきましょう。
木曜日 16:00-17:15「総合英語」 パートのお仕事帰りに、アタマを使ってリフレッシュ？
4/17初回 体験受講受付中！
◆5月開講
TOEICスコア650保証講座 ＜＊半額返金制度あり＞ 限定8名のみ
クリアできなかった場合、授業料の半額を返金します。4月25日（水）20:00～21:00 説明会
◆授業日時水曜日20:00～21:30
◆授業料
￥10,800（税込）

★室長担当クラス

●「文法クラス」

月謝￥3100

「英語を使えるようになりたい」「簡単な会話ができるようになりたい」とお思いの方が大半です。
でも、ただ会話の練習をすれば話せるようになるわけではありません。ご自身の中に英語がたくさんあって、
それを瞬時に出す練習をすることで、対応力を高めていくわけです。母国語を話す際に、文法は気にしません。
しかし、「英語」＝「外国語」ですからね。ある程度の仕組み、語彙量があって、それを駆使するわけですね。
まずは、その英語の仕組みを学ぶことから始めましょう。「使うための文法」学びです。

●「ダイアログリスニング」

月謝￥3100

英語学びに「音」を利用することは不可欠です。ちょっとした２人の会話分を素材に、何を言っているのかを
聞き取り、そして自分もそのセンテンスを言うことができるようにするトレーニングレッスンです。
「聞く量」「発する量」をなるべく多く取り入れています。集中しているからあっという間の１時間です。

●海外ドラマ「ＯＣ」

月謝￥3100

少し前に流行った海外ドラマ「ＯＣ」を見ながら、楽しみながらのリスニングクラスです。
「日本語字幕」⇒「英語字幕」⇒「字幕なし」へと、豊富なセリフをひとつひとつ解説していきます。
［ＯＣ」好きな方、理解がもっと深くなりますよ。

●「とっさに出す身近な表現」 月謝￥2060
(例）通勤・通学編
「走れば間に合うかも：Maybe I can make it, If I run.]
｢定期券を更新しなきゃ：I have to renew my commuter pass.」
日常表現をとっさに出す練習をします。まずは、ご自身で考えた文章を発し、その後に模範例を聞きます。
自分で考えたから、理解しやすい。こんな表現をドンドン増やしていけば、英語力のUPは必至です。

◆

センター南校 英語教室 会話系講座クラススケジュール
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①③木曜 ①③金曜 毎週土曜
水上先生 水上先生 金田先生
グループ英会話
EFEA

ほんとにやさしい英会話
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☆水上先生レッスン内容
English for Everyday Activity
毎日当たり前の様に行っているごく当たり前の日常的な動作。会話においては、 初見でのアウトプットが求められます。
この講座は、示された状況を「話す／説明する」ことに焦点をあて、日常的なさまざまな動作を振り返りながら、皆さんで考
えていく参加型の講座です。イラストで示されている動作をどのように表現すればよいのか一緒に考えてみませんか？
会話表現で特に重要な前置詞・副詞の使い方の反復練習で体得することも目的とします。

Pick Up 英会話
「マンツーマン、２対1では、勇気がいるし・・・」「でも、英会話もやってみたいし・・・」といった方を対象に、各種状況を設定
し、気軽に練習する英会話のレッスンになります。参加型の講座です。

Let's talk about it (Ⅰ）
提示された絵を見ながら、質問事項に答えていただく参加型のレッスンです。正しく質問を聞き取り、質問の形に沿って、
フルセンテンスで答えることを身に付けることを目的とした授業になります。毎回違ったテーマの絵を見ながら、
その絵についてまた、そのテーマに関連した事項について、講師が質問します。

Let's talk about it (Ⅱ）
毎回与えられるテーマについて、簡単なスピーチをしていただきます。 その後、 例として、A・Bのスピーチを聞き、また
個々の修正を含めて、授業の最後にもう一度同じテーマでスピーチをして終わります。瞬発的に英語でまとまった表現を
作る練習をするクラスです。

Let's talk about it (Ⅲ）
★毎月１回目：Show and Tell
講師が用意したもの、またはテーマに基づいてご自身でご用意いただいた物（又は写真）を見せながら、クラス内でそれに
ついて説明し質疑応答などをします。

★毎月２回目：時の話題をテーマとして意見を交わす
与えられたテーマについて、意見を交わします。自分はどう思うか、他の方の意見への質問など、世間で話題になってい
るテーマについて皆で話してみましょう！

Headway
オールイングリッシュのクラス。「国語の授業」の様に、文法・長文読解・作文・ディスカッション等、多方面で英語をお楽し
みいただけます。

Wimpy Kid
アメリカの小中学生の間で大人気！ニューヨーク・タイムスでベストセラーとされた「グレッグのダメ日記」を原書の英語で
読んでみませんか？中学生の男の子目線で毎日書かれる日記。映画やドラマ等で耳にする日常的に使われる生きた英
語が満載！ペーパーバックの入門としては最適です！

Better English
「伝えたいことを的確に伝える」正しく伝えたつもりでも、ネイティブにとっては不自然に感じることもあります。日本語で考
えて訳した英語では要注意です。街で見かける英字看板に見られる不思議な英語や、日本語をベースに考えたときに間
違えやすい英語、直訳ではまかなえないニュアンスなどをたくさんの例文をもとに学びましょう。

Say it Right
既知の文法事項の理解を高め、より自然に実用的に使えるようにすることが狙いのレッスンになります。
基本イメージを把握していただいた後に、提示された文章を英語にしていただきます。
Step Forward
一人の女性が旅をする過程で起こる会話文を扱います。トラベル+日常会話が混ざっているクラス内容となっています。

本文に関する質問に英語で答えたり、テキストで記された表現以外で同様のことが表現できないか等
生徒さんにも沢山考えていただくクラスです。※テキストあり
English in English
英語の文章を頭からそのまま理解をしていくトレーニングをするクラスです。日本語を介さず英語は英語で！
扱うストーリーは比較的簡単なものになっておりますので、高いハードルではありません。
レッスンフロー：①簡単なショートストーリーをクラスで音読、回し読みをする（１回）
（英語を読む際に、意識的に日本語にしない癖をつける）
②本を閉じ、ストーリーのあらすじ、内容についての質問に答える。③もう一度音読（+解説：間違った引用を探す）
少人数英会話
マンツーマンで学ぶのも勇気がいるけど、でも、できるだけいっぱい話したい。
そのような希望を満たすクラスです。

☆金田先生レッスン内容
Story Reading
アメリカンジョークを交えた小話を通して、読解、英会話、単語の力を鍛えるクラスです。予習必須です（英文和訳＆問題を
解く）授業の流れは、①和訳の解説と確認、問題の答え合わせでは文法の解説を行います。②内容に関して一人ずつ英
語で質問し、聞き取り、及び、会話力・対応力を鍛えます。③毎回覚えておくとよい単語をピックアップし、次回授業でテスト
し、確実に語彙量を増やしていきます。

Enjoy Speaking（会話）
毎回違ったテーマにそって、英語で一人一人意見を行ったり、表現を変えたりしながら英語を楽しみます。プリントを使っ
て、毎回新しい単語や表現も増やし、語彙を豊かにしていきます。時には、物の説明や、状況の説明を英語でして頂くな
ど、どんどん英語を話したい方におすすめです。完全参加型です。決まったテキストは特にありません。

Join us
英語に自信がないんだけど、「とにかく英語を話せるようになりたい！」という方にピッタリの講座です。今までの英会話ク
ラスではついてけるかどうか、また周りの人は上手だな～とか、自分の英語を聞かれるのは恥ずかしいとお思いの
方・・・。着実に、毎回復習しながら進んでいいいますので、自分の受け答えやフレーズを確実に増やしていくことが出来ま
す。

Join us(拡大版)
現在火曜・水曜に隔週で行っている「Join Us」。土曜日に拡大バージョンで開講。
１・３週は、火･水曜と同じ内容で、基本から丁寧に、着実に自分で使えるフレーズを増やしていきます。
２・４週では、１・３週に学習した項目を利用した会話の練習を行っていきます。

グループ英会話
毎週様々なテーマに沿ってご自身について語って頂いたり、時には ネイティブの使う文章の言い方をご紹介して、それを
元に色々な言い方を実際に試して頂きます。どんどん英語を話したい方、もっと英語の上達の仕方を知りたい方にお勧
め。言い方がわからない時は一緒に英文を作るお手伝いもしますのでご安心を。 完全参加型です。テキストは特にあり
ません。

Sentence Pattern Learning（文型）
イギリスの小話を読みながら、文章の一つ一つを分解し、主語、動詞、目的語、補語、副詞に分けて行きます。この作業を
繰り返すことによって、自分で英作する時に、順番がしっかりとした文章を構成できる力を養うことができます。また、英文
を訳す順番もゆっくりと説明しながら日本語にするので、訳す順番が分からない方でも大丈夫。授業の最後の10分間だけ
参加型になります。

Enjoy Speaking Basic（会話）
「少しずつ話せるようになりたい」を実現するクラスです。簡単な英会話、単語を増やす練習、
初歩のリスニング、文法の解説など、初級者の方が英会話をスタートさせるのに最適です。

やさしい英会話
英語を話したい、でも、自信がない。みんなの前で間違えると恥ずかしい。
そんな思いをお持ちの方に最適の講座です。基本から優しく丁寧に始めていきます。

PF Academy

特別企画講座のご案内
いつも受講いただきありがとうございます。
以下のような特別講座を実施したいと思います。日頃の学習の理解を深くして、より
使える英語力を身につけましょう。
＊ほぼ講義形式の授業になります。

日程

時間

12：30～13:45

6/9（土）

14:00～15:15

講

座

「いまさら聞けないシリーズ」
「その① THE５文型」
「いまさら聞けないシリーズ」
「その②-1 助動詞Ⅰ」
acan/could, must, had better, shall/should 等

15:30～16:45

14:30～15:45

「いまさら聞けないシリーズ」
「その③ 分詞」
「いまさら聞けないシリーズ」
「その②-2 助動詞Ⅱ」
Awiｌｌ/would, may/might, be going to 等

6/16（土）

「５文型 上級編」
16:00～17:15
「ネイティブの捉えている文型の感覚」

10:00～11:15

「英文を作るヒントⅠ」
「主語の決定～発想の転換～」

6/20（水）
11:30～12:45

「英文を作るヒントⅡ」
「語順と前置詞の重要性」
「これだけでＯＫ 旅行英語」

10:00～11:15
「最低限知っておくべき表現満載！」

7/4（水）
「旅行英語リスニング」
11:30～12:45
「数字、ルームナンバー等は難しい!?」

◆授業料・・・１レッスン￥２１００

◆定員・・・１２名

（＊新規の方をご紹介いただけた場合、紹介者
紹介者及
紹介者及び新規の
新規の方、双方と
双方とも授業料半額
授業料半額に
半額
させていただきます！）
受講を希望される方は、受付まで受講料を添えてお申し込みください。
お電話での申し込みも可能です。メールでも受付中！
＊定員制ですので、一度お申込いただいた授業料の返金はいたしかねます。

pfcenterminami@gmail.com

PF アカデミ－センター南校

045-947-0155

PF Academy

中学＆高校入試サクセスストーリー
福田奨くん
合格校：東京学芸大附属世田谷中学
世田谷学園中学

●5 年生の夏、突然の中国への引越
お父さんのお仕事の関係で北京への引越が決まる。不安ばかりの中国での生活。
まずは、生活に慣れること、勉強は宿題の指示に従い、
それをこなしつつもなかなか学習は進展しない。

初めて受けた模擬試験が 6 年生の冬。
得点は、国語－
国語－71
国語－71／
71／150 算数－39
算数－39／
39／150 社会－23
社会－23／
23／100 理科－39
理科－39／
39／100
あまりに出来なくて、成績表を見る気もせず。

３３３３年後

●初めての模試は 12 月
日能研合格力完成テスト・ファイナル 256

●１ヶ月の集中学習
13:00 に来校。自習３時間。マンツーマン授業 2 時間の毎日。
受験モードの構築。暗記項目の整理。極限の効率追求。
過去問対策。不得意分野の対策。

But・・・
中学校生活を楽しみ過ぎ（？）
、学校内でのテストの成績は
下がるばかり。国立の学校であり、世田谷・竹早・小金井の
中学から集まるため、系列高校といえど、全員が進学できる
わけではなく、ほぼ全ての生徒が受験勉強を真剣に行っています。
内申点が良くなかったことから、内部生対象のテストで高得点
を取らなければ、進学は厳しいと担任の先生からも言われて
いました。
そして、中学同様・・・

東京学芸大附属高校
予想偏差値 76

●１ヶ月の集中学習
そして、1/6（土）入試

→

1/8（月）発表 合格！

本人の努力・能力＋効率追求学習＋過去問分析

⇒

合格！！

横浜市都筑区茅ヶ崎中央３６－５ エルドラード横浜５Ｆ（ホテルアトラス隣）

PF アカデミ－センター南校

045-947-0155

2018 年度入試

今年も AO 入試 大成功！
東洋大学 法学部 企業法学科
プレゼンテーション入試

坂本 駿介君 新栄高校
硬式野球部に在籍していたため、正直、あまり勉強していませんでした。
PF アカデミーには、高校３年生の６月から通いました。その頃は、運動が得意であったことから、
漠然と日本体育大学を志望していました。でも、野球部引退後、様々なオープンキャンパスに参加し
て、真剣に大学・学部を考えるようになりました。そして、東洋大学法学部に入りたいという思いを持つ
ようになりました。

【学校での成績（５段階）】 クラス順位 22 位／39 人中（高３前期）
英語

国語

現代文

数学

日本史

政治経済

４

２

３

２

３

３

進学校でもなく、その中でも成績も良いわけではなかったので、勉強を始めても、なかなか手ごたえを
感じることはできませんでした。一般受験での試験科目は、英語・日本史・国語。特に、古文に対する
苦手意識は払拭できず、このまま試験勉強を頑張ることで、結果が得られるという自信を持つことは
できませんでした。

東洋大学法学部企業法学科は、２０１６年より「スポーツビジネス法コース」が新設され、ＡＯ入試で、
「プレゼンテーション」を行い、合否が決まる入試方法を行っている。「倍率もそれほど高くない。挑戦
してみよう。」それぐらいの気持ちで、7 月下旬に受験を決意した。

先生と話し合いながら、プレゼンの内容、話の展開、結論、自分の経験などをまとめていき、とにかく、
8 月中にプレゼン内容を完成させることを目標に、8 月を費やした。最初は、合格できる自信はなかっ
たが、作業を進め、資料を作り上げていくうちに、「絶対に合格してやる！絶対合格できる！」と気持ち
の変化を感じた。提出後、プレゼンの話し方、言葉遣い、表情、ありとあらゆることを指導してもらった。
ここまで、徹底的に見てくれる塾はないと思った。そして、試験前日に最終練習をしてもらい、僕は、
合格を確信して、受験できました。
そして、１０月１５日受験 → ２６日発表 合格！
僕の受験生活は３カ月！最高です！ありがとうございました。感謝しかありません。
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大学合格だけで止まらない。就活だって
第一志望突破へ。サクセスストーリーは続く・・・
２０１３年１１月

法政大学 キャリアデザイン学部
ＡＯ入試

浅見 諒太君

横浜商科大学高校

◆高校時代（横浜商科大学高校）
部員 140 名強、強豪校といわれる硬式野球部に
所属。帰宅は、深夜 11:30 の日々。
野球漬けの毎日で、とても勉強できるような状況
ではない。
「甲子園」を目標に、一丸となって頑張ったが、
松井裕樹（現楽天）率いる桐光学園に敗戦。
野球部を引退。

法政大学で野球をやることを目指し、受験体制に入る。
たまたま、母が「お母様の英語教室」で英語を学んでいたため、ＰＦアカデミーに面談に来て、
法政大学合格を目指し、7 月下旬より勉強開始。ＡＯ入試は、志望理由書等の書類選考の後、
英語と小論文、面接の２次試験。勉強はもちろん、先生との会話が小論文や面接のヒントとなった。
そして、無事、合格！夢のような気分。初めて真剣に勉強したが、その面白さも味わえた気がする。

◆大学時代（法政大学）
憧れの法政大学硬式野球部に入部。
プロ野球選手のなる選手や、甲子園で活躍した選手
など、一流といわれる選手たちとともに、プレーするこ
とは刺激になる。
小さい頃からやってきた野球。
大学野球で一区切りをつけるために完全燃焼。

野球だけでなく、勉強にも精一杯努力。
持ち前の積極性にさらに磨きをかけ、プレゼ
ンテーションなど、コミュニケーション能力を
高める。
交友関係を増やし、様々な人とも交流する
ことで、視野を広げ、有意義な学生生活を
送る。

大学生になってからも、週 1 回の英語の授業は継続して受講。
本格的に就職活動に入る直前の３～５月は、一般常識の「ＳＰＩ」対策の
授業を、法政大学野球部の仲間と受講。

２０１７年７月
ＮＨＫに内定。
その他、大企業に数多く
の内定をいただく。
社会経験を積み、いずれ、教師となり、
甲子園に行くのが「夢」。
◆後輩へのメッセージ
たまたま母が英語のレッスンを受講していたことで、PF アカデミーと出会いましたが、この出会いがなければ、
法政大学そして NHK 内定もなかったかもしれません。高校時代には、大学に入ることが目標でしたが、その先
の就活にも役に立つ学びを PF アカデミーで行うことができました。ただただ、目の前の問題を解くだけでなく、
求められている能力は何か、出題者の意図は？といったことを考えるなど、広い視野で物事に対処できるよう
になったことが大きいと感じます。PF で知り合った後輩達とも楽しい時間を過ごしました。そんな出会いが PF に
はあると実感します。

