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英検の入試優遇制度を利用して、夢に近づこう。

　現在、「実用英語技能検定（英検）」、「英検Jr.」、「英検IBA（旧英語能力判定テスト）」
の3つの志願者数は合計で年間250万人を超えるまでになっている。日本英語検定協会・
広報課によると、中でもここ数年は小学生の志願者が増えているという。その理由として昨
今、英語力向上のための様 な々取り組み（例／小学校での外国語活動）が国を挙げて推
進されていることが考えられる。英語が身近になり、中学、高校、大学の入試時だけではなく、
将来的に英語が必要となる仕事に就きたいと願う子どもたちが増えてきているようだ。最近
では観光で日本を訪れる外国人の数も増え、さらに2020年の東京オリンピックに向けて、そ
の数は増えてゆくかもしれない。それだけに日本国内でも、道案内など簡単な英会話くらい
はできるようになっておきたいものだ。
　また「英検」は英語力の習得のみならず、入試における学科試験免除、入学金・
授業料免除や英語科目の単位認定など、学校によってさまざまな優遇措置を受けら
れるメリットがあるという。自分の夢や進学目標に一歩近づくことができるこの制度は、
ぜひ活用したいところ。これは学校側も生徒たちの英語力を向上させたいという意
図があり、引いては社会が求めている力であることを物語っているといえよう。

今、親が子どもにいちばん身につけてほしいと願っているのが英語力だと言われ
ています。将来、ビジネスシーンや世界で活躍するためのコミュニケーションツー
ルとして必要不可欠なもの。その英語力を測る指針となる「英検」を取得するこ
とで入試の優遇や単位認定をする学校が増えてきているようです。

「英検 」取得で入試優遇や単位認定につながるR○

公益財団法人 日本英語検定協会
http://www.eiken.or.jp/

［取材協力］ 

認定校1,740校（公表可能学校のみ）から、優
遇校を探すことができる英検ウェブサイトの検索
ページ。上記の「高校・高専の優遇校を探す」の
ほかに、「大学・短大」、「中学校」も検索できる。
（出典:日本英語検定協会ウェブサイト）

この時期からスタートする子が多いから安心。みんなで一緒にはじめよう！

担任制なので講師とのコミュニケーションもばっちり。

茨木市末広町1-1　
井原興産ビル５Ｆ
受付/11時～19時
（土曜日：10時～18時）　
休/月・日・祝

2072-632-5578
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英検・英検Jr　受験会場認定校
http://english-w.jp　「HPをリニューアルしました！」

［姉妹校］千里中央校、緑地公園校、豊中校、塚口校

高槻市紺屋町6-5  
イマホリビル2F
（駅前郵便局前）
受付/10時～21時（土曜日：10時～18時）
 休/日・祝

2072-685-7212
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　全国で18教室を展開し、子どもが楽し
みながら英語を身につけるノウハウたっ
ぷりの実力派スクール。アクティビティや
歌を通して会話力を育むだけでなく、フォ
ニックスや英文法も重視。ネイティブ講
師のレッスンと、日本人講師の文法、リー
ディングレッスンで着実に“聞く・話す・読
む・書く”の英語４技能を総合的に伸ばし
てくれる。「子どもが楽しそうに自主的に
通っている」と喜びの声が多数！安心の
月謝制・便利な振替レッスンもあり。まず
は無料体験（要予約）レッスンへ。

1番大切なのは「英語が好きになること」
楽しみながら伸びる仕掛け満載

英会話スクール

イングリッシュワールド
茨木・高槻

特典「シティライフを見た」で（2月末まで）
１、入会金15,000円（税別）→全額免除
　 体験レッスン後即日入会のみ※即日入会以外は半額免除
2、イングリッシュワールドで使えるクーポン券3，000円分
　 （詳しくはHPにて）
3、入会セットプレゼント
4、スクールバッグ（小学6年生まで）プレゼント
※各特典利用は、レッスンを3か月以上継続される方に限る

グローバルヴィレッジ
インターナショナルプリスクール

 
  
   

　通わせるだけで子どもが自然とネイティブの発音を習
得できる同園。園内の会話は全て英語、担任講師もネ
イティブ。日本の幼稚園と同様のカリキュラムも組まれ
ているので、小学校入学後も安心できる。また、絶対音

感を養う音楽、コンピュータ、ダンス、体操
など、多彩なレッスンも通常保育に含まれ
ている。現在、2歳から通えるプリスクー
ル、3歳から通えるサタデースクールで生
徒募集中。サタデースクールは平日と同
じ内容をネイティブ講師が担当する。

2歳から通える、園内全て英語の幼保園
3歳からのサタデースクールも募集中英語幼保園

山田・千里丘・高槻

高槻茨木校  高槻市宮田町3-4-10 2072-694-6000
千 里 丘 校  吹田市長野東3-15 206-6878-6874
千里山田校  吹田市津雲台7-4 206-6831-8996　http://www.global-edu.jp

園の様子はブログで。

阪
急
茨
木
市
駅

三輪ビル
モスバーガー

マ
ン
シ
ョ
ン舟木町

公園

三輪ビル
モスバーガー

別院南
交差点

茨木市舟木町2-1 
シャトー黒田211
ビジョンメガネさん2F
営／14時～22時

2072-646-5298
http://www.mejuku.com

自分で勉強できるように指導する学習塾 
め塾

　現在、中学2年より年下の生徒たち
が大学受験する時には、英検を取って
いれば英語の試験が免除される大学
がとても多くなっているそう。現時点でも
2020年実施の大学入試では数々の
国立大学や関西でも有名私立大学で
英検を取っていれば英語の試験が免
除になることが決まっている。つまり、英
検を取得していれば、英語以外の科目
だけ勉強すればいいということ。他の科
目に集中する為にも、小学生の時から
英検対策をしておこう。

英検対策コースを開設
合格できなければ、次期の月謝半額返金

学習塾
英検対策

英検対策コースを新規開設!
5級対策火曜16:30～、4級対策火曜17:30～、３級対策水曜17:30～
新規特別価格7000円（月謝制、税別）
準2級対策水曜18:45～　２級対策水曜20:25～　
新規特別価格10000円（月謝制、税別）
※定員になり次第募集は締め切り

　　
茨木

当塾では、小学2年生でも5級を合格していま
す。まずはお電話を下さい!きっちり面倒見ます。

め塾 長島先生

　子どもたちの好奇心を育てる幼児英語レッスンで、29
年の実績を持つアップル。聞きとる力や会話力は、園庭で
の開放的なレッスンやピクニックなど楽しい「遊び」を通し
て自然と学べるので上達が速い。ネイティブ講師と日本人
講師同席でのレッスンなので安心。エクストラレッスンもお
得（週1のレッスン料で2回受講可）

好奇心が育つ開放的な環境と講師力
3月末日迄入学金無料キャンペーン中

子ども英会話

子供えいご館 
アップル

茨木●２歳～高校生まで各レベルあり（月～土）
●小学高学年からはＬＬによる音声、文法
の指導あり
●幼児スペシャルクラス（午前）/工作、外
遊び、音楽、体操など全て英語で行う
（おやつタイム有り）
●毎月月末土曜補習レッスン実施（無料）
●振替制度利用で欠席のロスなし

随時、無料体験
レッスン受付中！

保育所、学童へのお迎えも可能な送迎
バスがある他、ライブカメラ設置で家に
いながらレッスンの様子を見ることも。

茨木市上野町2-25

2072-643-5874
「えいご館アップル」で検索可　動画配信中

　“ネイティブイングリッシュ”を身につけるの
に、耳だけではなく身体も使って全身で学ぶ
プログラムが特徴の同教室。乳幼児クラス
では、ママと一緒にリズムや読み聞かせをし
て右脳の発達を促し、年少クラスからは曲
やカードゲーム等を使い体と頭と耳で学び、
小学生クラスでは、聞く・話す+読む・書くこ
とにも注力するなど、自然と英語が大好きに
なり「身についていく」。先生はもちろん、“ネ
イティブでいて日本語も分かる”ので、「子供
が授業の内容を理解しているか？」といった
教える側の経験も豊富で安心。まずは、体
験レッスンから!詳しくはHPヘ。

2072-688-1801
http://www.englishsquare.com

高槻市大蔵司3-23-8  前田ビル3Ｆ
受／月～金  12時～20時
土日祝定休

English Square
〈イングリッシュスクエア〉

遊び•学び•生活から身につける
“英語を使う”ことで自然に能力UP

英会話スクール

高槻
ハロウィンなどの楽しいイベントもあるよ！

講師は全員「英語が母国語でない人に英語を教える資格」を
持っているので安心。

無料体験
随時受付中！

入会金無料
特典あり！

MENU
・Mommy&Me1（1歳児[親子]）
・Mommy&Me2（2歳児[親子]）
・Kinder （年少～年長）/
・Elementary（小学生）
※その他中高生、大人、
　プライベートレッスン有
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名神高速名神高速

みどりヶ丘病院みどりヶ丘病院


