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❶ 英検のエキスパート（プロの専門講師）が本物の個別指導
❷ 最も学習効果が高い教材で文法、長文、リスニングを完成
❸ 最も効率のよい方法で英単語を計画的にスピード蓄積

少数精鋭塾 抜群の「英検合格率」には理由がある
「こうすれば英語が得意科目になる」

　2020年の入試改革を前に、すでに大阪府
の公立高校をはじめ、多くの高校や大学が英
検を利用した「外部検定入試」を導入。イープ
ラスは「こうすれば英語が得意になる」というこ
とを知り尽くした英語の専門塾。学校での成績
を上位に安定させながら、小学生で英検3級、
中学生で準2級～2級、高校生で2級～準1級
に合格させることを指導の基準にしている。

英検2級合格者率90%以上
「準1級コース」を開設

英語で未来を切り開く 
E+PLUS イープラス
茨木市下穂積1-3-105（イオンモール前道路筋向）

2072-601-1230

小学4年～高校
生

英語専門短期集
中塾

吹田・茨木

現在、入会金無料、授業料30%割引実施中

イープラス英検　で検索

1級 準1級 2級 準2級 3級 4級 5級
全受験者
平均合格率 12.0% 16.0% 26.4% 36.7% 52.9% 69.9% 81.4%

↑準1級コースを開設（受講者はイープラスで2級を取得した生徒に限る）

イープラスでは90％以上の生徒が英検2級に合格

小学6年生対象 中学準備講座
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自分で勉強できるように指導する学習塾 
め塾
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
2072-632-7773 
http://www.mejuku.comめ塾 長島宏明先生

一斉+個別指導学習塾
茨木

2018年1月15日から毎週月曜日
（1/15、22、29、2/5、19、26）
各日16時45分～18時半
［費用］5,400円　［定員］12名※先着順で締切

　小学校のテストでは、良い点数をとってくるのが当たり
前。その為、お母さんはわが子の勉強の出来がどうなの
か、よく分からないことが非常に多いという。学習は基本
の繰り返しだが、一度どの教科でも1週間以内に習った
何かの復習をさせてみると、ビックリするくらいすぐに忘れ
ているそう。同塾では、小学生の算数で中学生に絶対に
必要な単元を復習。前半で小学生の範囲の基礎固め
をして土台を作り、後半で中学生の範囲を先取り。英語
は「小学校でやっているお遊びの延長のような英語と中
学の英語は全然違います。アルファベットが書けない小
6も沢山いますが、まずは書く英語を始めましょう。」と長
島先生。1月に開催される同塾の中学準備講座でスタ
ートダッシュして、他のみんなより有利に勉強を進めよう！

「小学6年生」のお母さんに朗報
中学準備講座で良いスタートダッシュを

勉強が出来る子は、みん
な「正しいやり方」を知っ
ています。め塾で勉強の
やり方を学んでください！

わたしも売れっ子クリエイターになる！
ハンドメイドクリエイター
「DREAMAM7期生」登録大募集！

問い合わせ先 ： 株式会社 ディーラリエ　田村・枩村（まつむら）
電話 ： 06-6842-9911　MAIL : info@d-rallie.co.jp
申し込みURL ： https://dreamam.jp/dreamam7

● 特技や趣味、キャリアを活かして夢を実現したいと思っている女性（18才以上）
● 出展希望商品がある、もしくはサービスの提供ができる方

説明会

場　所

問合せ先

プレゼンテーション

第1回 ： 1/12（金） 　第2回 ： 1/16（火）　第3回 ： 2/6（火） 
※時間は全て10：00～11：30　　
2/16（金） 10：00～12：00　

※3回とも同じ内容ですので、ご都合の良い日にご参加ください。
　　　　　　　　　　　　　　       （申し込みが必要です）

豊中市立生活情報センター くらしかん（豊中市北桜塚２-2-1）

ドリマム
クリエイターズ
フェスタ in

東急ハンズ梅田店

3/1～3/14（予定）
ロハスフェスタ万博 
ドリマムコーナー出展

講師デビューや
ショップオーナー
への道も拓けるまずは説明会に

参加して、プレゼ
ンテーションにチャ
レンジしてみよう。
これから始めたい
方でもOKです。

さらなるステップアップ
として、ワークショップ
の講師になったり、ネ
ットなどでショップオー
ナーになる人も。

人気の環境イベント
「ロハスフェスタ」に出展。

ハンドメイドクリエイター（ドリマムメンバー）募集要項

S t a r t

※希望者のみ出展

4/27～4/30

　家族やペットと一緒に撮影もでき
る同店の写真パック。プチ写真集や
スマイルカードの特典付でとってもお
得。31・32年度の振袖レンタル衣裳
下見の予約受付は1/22（月）よりス
タート。（レンタルはショール・足袋・草
履・バッグ・髪飾り付）袴展示会は
1/16（火）～開催。卒業式当日のお
支度•撮影は早朝からでも予約OK！

袴レンタル下見1/16より予約スタート
振袖レンタル受付1/22～開始 要予約フォトスタジオ

2072-696-7537
http://www.art-studio-takahashi.com

高槻市富田町1-16-11  セピアコート11-1F
営／10時～19時　土日祝～18時　
水曜休 12/27～1/1正月休み　Pあり　
※阪急富田駅から徒歩1分

高槻 アートSTUDIOタカハシ
Ｒ171

ダイエー

ジョーシン

タイムズ

大畑町交差点

阪急富田

至京都

至大阪

JR摂津富田

袴レンタル フルパック
● 貸衣裳
　（着物7，560円～・袴6，480円～）
● 美容・着付（髪飾レンタル付）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12，960円
● 写真（6切）1ポーズ・・・・8，640円
 （スマイルカード2枚付）

第2回 袴展示会開催！
1/16（火）～3/31（土）

撮影のみプラン
（6切台紙付き）
● 1ポーズ 8,640円
  （カード2枚付）
● 2ポーズ 14,470円
  （プチ4面写真集＋カード2枚付）
● 3ポーズ 20,300円
  （プチ6面写真集＋カード3枚付）

袴下見予約1/16～
振袖レンタル1/22～
受付スタート

■成人式パック（多ショット撮影）
①振袖持込パック（前撮り）・・・・・・・・・・・・・29,590円　
②写真だけの手ぶらで成人式・・・・・・・・・・39,740円　
③成人式お出かけレンタル・・・・・・・・・・・・・64,800円～
※①②③は美容着付（髪飾り付）・六切2面台紙付　
特典として（プチ写真集・スマイルカード付）
※詳細はホームページにて

　長い時間を共にする学習机、納得できるも
のを選びたいなら関西最大級の品揃えの同
店へ！2018年のコイズミ・イトーキ商品も全ア
イテム取り揃え。イス・デスクマット・カーペット
付きなのも嬉しい（椅子変更は差額で可）。お
得な2017年度旧型処分品もまだまだ実施
中！驚きの価格で手に
入るので、お得に賢く
良いものを手に入れ
たい方は要チェック。
きっとお気に入りが見
つかる！

デスク新型・旧型100台以上 
お得に賢くお気に入りを見つけて学習机専門店

デスクランド曽根

70120-49-1780

豊中市原田中1-9-1　
営／10時～19時　Pあり
12/30～1/2休み

中央環状線

不二家

千里中央

王将空港

買い取り
マックス 新
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詳しくはHPへ
キッズスペースもあるので、お子さ
ん連れもゆっくり選べて嬉しい。デスクランド で検索

ナ   ビ

ライター・カメラマン・イラストレーター
フリーランススタッフ募集
弊紙CityLifeで活躍してくれるフリーランスのスタッフを募集します。
地元の魅力を伝えるための情報紙であなたの力を活かしてください。

神戸市（中央区・灘区・東灘区）　
阪神間（西宮・芦屋）
大阪北摂エリア
（高槻・茨木・摂津・吹田・豊中・箕面）

■取材エリア

高卒以上20歳～40歳位まで。
募集職種の経験が3年以上ある方
（ライターはディレクター経験のある方歓迎）

■応募資格

ライター・カメラマン・イラストレーター■募集職種
シティライフweb採用応募フォームから。
http://www.citylife-new.com

■応募方法

取材力、文章力はもちろんですが、企画
立案、紙面構成を考えたり、ディレクショ
ンができる方を特に求めています。もちろ
ん、グルメ、ヘアサロン、エステ、教育、子
育て、住宅関係など、専門性の高いライ
ティングができる方も大歓迎。まずは採
用応募フォームからお申込みください。

こんな人を求めていますこんな人を求めています


