
  

 

教育方針・・・ ①ばらばらに知識を丸暗記するのではなく、点の知識を線にし、関連付けて、頭の中に知識のネットワークを

つくります。これが一生の財産になります。 

②自分で勉強できる力（問題解決能力）を身につけます。自力で解決した問題は頭にきちんと残ります。

一見遠回りですが、後で効果が出てきます。目的地に行く時、カーナビと地図での違いと同じです。 

③完全個別指導です。個別にカリキュラムを組んでいます。通う曜日や時間が選べます。振替え可能。 

 

オンライン個人レッスンもできます！ 教室ではもちろん、自宅でも個人レッスン！ 

 プログレス英語  （小学校 3年生～、中学生、高校生、浪人生、専門学校・短大・大学生）                      

◇小学生・・・アルファベットの練習から始めます。2020年度から、5、６年生の英語が教科ですので、しっかり学習をします。 

◇中学生・・・学校の教科書の音読指導、解説。教科書準拠テキスト（解説動画付き）で学習します。  

◇高校生・・・学校の教科書の音読指導、解説。学校の教材や進路に合わせてテキストを個別に選定します。 

◇浪人生、専門学校･短大･大学生・・・内容は各自に合わせるオーダーメイドです。 

☆「聞く、話す、読む、書く」をすべて重視し、トレーニングしています。学校の試験、受験、英語検定にも対応でき、一生使える英語を身につけます。 

 プログレス英語 入門   （小学校１年～３年）                         

◇最初に出会った先生の発音がずっとその生徒の発音、リスニングの力にかなり影響します。日本語にない英語独特の音は、小さいうちに慣れて身に

つけておくと、一生ものです。発音指導はおまかせ下さい。個別に発音の特訓（矯正）をします。 

◇フォニックス（文字と音の関係）を学び、歌、音声教材、映像教材を使って英語を学んでいます。 

◇英語を使い算数の勉強も同時にしています。（例）7＋６＝、16＋25＝、11－４＝、120－40= を英語で言い、答えます。 

 My英語  （一般向け。個人レッスンです。高齢者、主婦、社会人、教師など、どなたでも大歓迎！） 

☆内容はオーダーメイドです。簡単な英会話、発音特訓、洋画・洋楽鑑賞など自由に決められます。短期集中レッスンもできます。 

 ロジカル国語   （小学校 1年～６年） 

□フィーリングでなんとなく問題を解くのではありません。主語・述語・目的語、指示語、接続語（イコールの関係、対立関係、因果関係）を理解し、

問題を解きます。「論理的思考力・読解力・表現力」を学びます。文中のイコールの関係（抽象⇔具体）、対立関係（比較、反対語、否定表

現）、因果関係（理由）をしっかりつかみます。漢字は文脈の中で意味を考え、適切な漢字を選択する訓練をします。 

 中学生 数学・理科・社会  小学生 算数   

□解説動画、テキスト、自分のレベルに合わせたプリントで自立学習します！             

□学年の枠は無く、一斉授業でもありません。学習のレベル、内容を自由に調整できます。すべてオーダーメイドです。 

□春（冬、夏）期の個別学習会も日時、回数、分野、教材レベルはすべてオーダーメイドです。自分の弱点をピンポイントで克服できます。 

 家庭学習システム  中学英語・数学・理科・社会  小学生 算数    

□自宅のタブレットパやソコンで学習するシステムです。 

 動画授業 （高校 5教科）  TOP講師による全講義が見放題！中学分野から大学入試レベルまで対応！ 

□英語、数（Ⅰ A Ⅱ B Ⅲ 簿記）、国（現 古 漢 小論文）、理（物 化 生 地）、地歴・公民（日 世 政 地 倫 現）、他 

 特別講座 イベント   パソコン  ギター  パステルアート  ヒーリングアート  色々なテーマでの茶話会  映画鑑賞会  他       

ぬのかわ英語教室  



                       ◇ 2020年度 講座一覧 ◇     ☆定員は各時間１講座につき２～３名です。 

★入会金：￥3,000 ☆兄弟姉妹で受講する場合は２人目から入会金と月謝が半額になります（一部例外あり）。月謝等はすべて税込みです。 

●大学、高校合格先● 

年度 主な大学・短大・専門学校合格先 高校合格先 

 

 

 

2010 

| 

2017 

 

 

札幌学院大学（英）                 北海道文教大学（外国語） 

北海学園大学（法）                 酪農学園大学（農食環境・環境共生） 

北海道大学（理）2名 （法）１名       藤女子大学（文） 

北海道教育大学（函館校）             はこだて未来大学 ２名  

弘前大学（理工）                   東北学院大学（経） 

山形大学（人文）１名（医）２名        桜美林大学（芸術文化） 

東京理科大学        武蔵野大学（教）  国立音楽大学    

京都大学（理）       信州大学（理）    ディーキン大学（オーストラリア） 

函館大妻 

遺愛女子（一般５名、英語科４名） 

函館白百合（総進３名、看護医療１名、特進 1名） 

函館大学付属有斗（普通２名、特進５名） 

とわの森三愛 

函館商業          函館西（２名） 

函館稜北（３名）    函館市立（2名） 

函館中部（２名）    函館高専（６名） 

2018 

 

 

函館医師会看護専門学校        

函館大学                         北海道教育大学（函館校） 

北海道武蔵女子短期大学（経）          藤女子大学（文） 

函館大妻 

遺愛女子（一般）    函館大学付属有斗（普通） 

七飯             函館商業 

2019 

 

函館歯科衛生士専門学校 

北翔大学（教育文化） 

函館大学付属有斗（普通） 

 

☆生徒の在籍校（2018－2020年度）・・・ 小学校（大野、市渡、萩野、浜分、久根別、上磯、大中山）、中学校（大野、浜分、上磯） 

高校（遺愛、白百合、函大有斗、大野農業、有朋、西、稜北、中部、ラ・サール）、函館高専、函館大学、北海道教育大学 

●英語検定合格状況●（学年は合格当時のものです）   
年度 5級 4級 3級 準 2級 2級 準 1級 

 中学初級レベル 中学中級レベル 中学卒業レベル 高校中級レベル 高校卒業レベル 大学中級レベル 

2010 
｜      

2017 

小５（３名） 

小６（３名） 
中 1（10名） 
 

小 6（３名） 

中１（４名） 
中 2（７名） 
中 3（4名） 

中１（３名） 

中２（４名） 
中３（6名） 
高１（３名） 

一般（１名） 

中２（１名） 

中 3（２名） 
高１（３名） 
高２（１名） 

高３（１名） 

 

 
高 2（３名） 
高３（１名） 

浪人生（１名） 

 

 

2018 

 
 

  中１（１名） 

中３（１名） 
高１（１名） 

高１（１名） 

高３（１名） 

高３（１名）  

2019 小５（２名）      

★無料体験、見学、相談できます。事前に電話で予約をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

講座 回数、時間            月 謝 教材費等 

プログレス英語 入門 週 1回 40分 小１～小３ ￥8,000 年間 ￥3,000 

プログレス英語 

 

 

 

週 1回 

小学生 70分 

中学生・高校生 

浪人生・専門学校 

短大・大学生 

90分 

小３～小６ 

中１、中 2 

中 3 

高 1 

高 2 

  高３～ 

￥10,000 

￥10,000 

￥11,000 

￥12,000 

￥14,000 

￥16,000 

☆小学生・中学生  ￥2,000～￥5,000（初回のみ） 

☆小学５,６年生  \3,000（年間） 

☆中 1、中２    ￥6,000（年間） 

☆中３          ￥6,000～\8,000（年間） 

★高校生の教材は希望進路に合わせて個別に選びます。 

★その他、補助教材も使います。（実費） 

Ｍｙ英語 週 1回 50分 一般 ￥6,000 年間 ￥5,000 または実費 

小学生 

国語  算数 

（週 1回 各 60分）     １教科  ￥6,000   

☆英語受講者、兄弟姉妹割引適用者   ￥3,000 

            国語、算数   現在キャンペーン中！ 

各￥5,000（年間）⇒ \3,000 

中学生 

数学 理科 社会 

1教科  ￥7,000  （週 1回  各 70分） 

2教科 ￥10,000  

3教科 ￥12,000  ☆10分追加ごとに＋1,000円 

数学、理科、地理、歴史、公民 

各￥6,000（年間）⇒ \3,000 

                     現在キャンペーン中！ 

動画授業 全講座見放題      ￥3,000 ～ \6,000 補助テキスト・プリント代（実費） 

家庭学習システム 
小学生（算数） \1,000 

中学生 受講教科いくつでも\2,000  全教科で\3,000 

☆教材費は通う場合と同じです。 

ぬのかわ英語教室  〒041-1226 北斗市 村内
む ら う ち

 89-4  

Call（0138）77-7876   URL: http://eigo911.iinaa.net 

指導者：布川 太郎（英語指導歴 30年以上、アメリカ留学経験あり）        May 23, 2020   

～チラシ、ポスター等のご協力ありがとうございます～（敬称略） 

文具・雑貨「ぷちっと」（北斗市本町）            メンズカット「ブルージュ」 （北斗市本町）   オーガニックファーム’ｓ有機農場（北斗市細入） 

手作りパンの店 「ボーバンベーク」（北斗市飯生）   パン工房 「エル パン・リコ」（北斗市東浜）  Coffee Room FLOAT（北斗市東浜） 

シフォンケーキ専門店「こころいろ」（北斗市飯生）   らーめん凌（北斗市東浜）           いわもと動物病院（七飯町鳴川）           

蕎麦小屋（七飯町仁山）   しんわの湯       食彩・桜（北斗市久根別）  スーパー魚長大野店   エイド’03    北斗市商工会支所      

 


