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◎	 入会金は一律 5,400 円（税込）となります。 

◎	 教材費についてはコースにより異なりますので、別途ご案

内いたします。年間で 2,000 円~5,000 円程度です。 

◎	 申込者数がひとクラス 3 名に満たない場合には、やむを得

ずキャンセル、または月額レッスン料を 1,080 円値上げの

上実施となりますのでご了承ください。 

◎	 成人一般コースは随時入会を受け付けております。中学生

以下のクラスに関しましては、進度を見ながらご入会を来

年度 4月まで待っていただく場合があります。 

◎	 各クラスとも無料体験レッスンをご利用になれます（プラ

イベートレッスンを除く）。お気軽にお問い合わせください。 

◎	 お問い合わせ、お申し込みはお気軽に。オフィスアワーは

10:00~18:00 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英会話クラブサビーネ 
〒294-0045 館山市北条 700-2 コアビル 2F 

Phone./fax  0470(23)3394  http://www.sabine.jp/ 

Children 

 
年齢が低いうちから英語に親しんでいると、将来も英語が得意
になったり、英語を好きになる割合が高い、という調査結果を
目にしました。サビーネでは、楽しい雰囲気の中で、ゲームや
絵本、歌を取り入れながら学ぶことで英語に親しみ、好きにな
っていってもらうことを目標にしています。毎年 2月には、こ
れまでの学習の成果を劇や歌にして、南総文化ホールで英語発
表会を行います。今回はじめて英語の勉強をはじめる方は新規
のクラスをおすすめします。これまでに学習経験のある場合は
お気軽にお問い合わせください。 
定員：各クラス 6名 
レッスン料：ひとクラス生徒数 3名以上：月額 5,400 円（税
込）、2名以下は同 6,480 円 
 
●	 未就学児 (Pre-kids) 
体を使ったアクティビティや歌、色塗り、絵本の読み聞かせな
どの作業を通して体験的に英語に親しみ、本物の英語の音に触
れていきます。 
 
館山スクール   

新規就園 1年前（3-4 才） TFP00 金 11:00 ‒ 11:40 

幼稚園（5-6 才） TTP01 火 15:00 ‒ 15:40 

 
 
●	 小学校低学年 (Kids 1) 
カラフルなテキストを使用して、楽しく英語を学びます。あい
さつや身の回りのものを英語でいえるようになり、楽しいワー
クブックでアルファベットも勉強します。 
館山スクール 

新規１-2 年生 TT111 火 16:00 ‒ 16:55 

2-3 年生 TT113 火 17:00 ‒ 17:55 
3-4 年生 TH112 木 17:30 ‒ 18:25 

鋸南スクール 

１-2 年生 KM112 月 16:00 ‒ 16:55 

 
 
●	 小学校高学年 (Kids 2) 
あいさつや身の回りのものを英語で覚える他、日常的な会話を
学習していきます。楽しいクイズ形式のワークブックでアルフ
ァベットとフォニックスも学習します。高学年のクラスでは、
中学での英語学習への準備も行います。 
 

館山スクール 

4-5 年生 TW215 水 17:30 ‒ 18:25 

新規 5-6 年生 TW211 水 16:30 ‒ 17:25 

5-6 年生 TH212 木 16:30 ‒ 17:25 
6 年生 TF216 金 17:00 ‒ 17:55 
鋸南スクール 

4-5 年生 KM214 月 17:00 ‒ 17:55 
5-6 年生 KM216 月 18:00 ‒ 18:55 
 
 
 

Junior 

 
中学生のための英会話クラスです。学校での文法や表現ももち
ろん丁寧に指導しながら、それを基礎に言いたいことを伝える
ための英語を学びます。自分の身に起こった出来事を英語で伝
えたり、CD を聞き取るリスニングのレッスンがあったり、学
校の授業や試験勉強にとどまらない、話せる英語を身につける
ためのレッスンです。 
定員：各クラス 6名 
レッスン料：ひとクラス生徒数 3名以上：月額 5,400 円（税
込）、2名以下は同 6,480 円 
 
 
館山スクール 

中学 1年生 TRJ21 土 17:00 ‒ 17:55 

中学 2年生 THJ22 木 19:30 ‒ 20:25 

中学 3年生 TRJ23 土 18:00 ‒ 18:55 

鋸南スクール 

中学 1年生 KMJ21 月 19:00 ‒ 19:55 
中学 2年生 KFJ22 金 19:00 ‒ 19:55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adults 

 
「世界中でコミュニケーションのとれることば！」これがサビ
ーネでの英語の定義です。高校生以上の成人向けコースでは、
文法などもきちんと復習しながら、どうやったら自分の知って
いる英語で相手に伝えることができるか、そのスキルから学び
ます。少人数のグループレッスンはアットホームで親しみやす
い雰囲気。半年も経てば、まずは間違いを気にせず英語でおし
ゃべりが楽しめるようになります。昔学校で習ったことはきれ
いさっぱり忘れてしまったという方から、得意の英語にさらに
磨きをかけたいという方まで、豊富なコースからご都合のよい
日時をお選びください。経験豊かなバイリンガル講師が指導に
あたります。 
 
定員：各クラス 8名 
レッスン料：ひとクラス生徒数 3名以上：月額 6,480 円（税
込）、2名以下は同 7,560 円 
 
※	 ふたコース受講の場合は、合わせて月額 9,720 円。 
※	 記載なしは全て館山スクールになります。 

 
《基本コース》 
聞く、話す、読む、書く、をバランスよく配したテキストを使
用し、英語を全般的に学ぶコースです。フリートークも交え、
また文法も復習しつつ、テキストを進めていきます。 
 
●	 初級（レベル 1~3） 
英語が苦手だったという方や、昔学校で習ったことは忘れてし
まったという方、海外旅行で全然通じなくて困ったという方、
外国人を前にすると話せなくなってしまう方などはこのレベ
ルから。英語を使ってコミュニケーションすることの楽しさを
体験してください。 
●	 中級（レベル 4~5） 
中学では英語は得意な方だった、という方や、海外旅行で少し
は通じるけれども、もっと言いたい事を思うように伝えたい、
といった方向け。文法を復習しながら、豊富なスピーキング、
リスニングの練習問題で、レベルアップを図りましょう。 
●	 上級（レベル 6） 
かなり意思の疎通ははかれるが、さらに表現力、語彙力をふや
したい、もっと流暢に話したい、またディベートの力をつけた
い、というレベル。外資系企業にお勤めのかたでブラッシュア
ップをはかりたいという方等にも最適です。 

 

レベル 1 TTAE1 火 18:00 ‒ 18:55 新規 

レベル２ TWAM2 水 12:00 ‒ 12:55 新規 

TWAE1 水 18:30 ‒ 19:25 新規 

レベル 3 TMAM1 月 11:00 - 11:55  

TWAM1 水 11:00 ‒ 11:55  

TWAE3 水 20:30 ‒ 21:25  

KFAE1 金 20:00 ‒ 20:55 鋸南 

レベル 4 TMAM2 月 12:00 ‒ 12:55  

 TWAE2 水 19:30 ‒ 20:25  

レベル 5 TTAM2 火 12:00 ‒ 12:55  

KMAE1 月 20:00 ‒ 20:55 鋸南 

レベル 6 THAE3 
TTAM1 

木 20:30 ‒ 21:25
火 11:00 ‒ 11:55 

 

 
 
 
《エクササイズコース》 
弱点強化クラスです。基本コースと平行してとれば、さらなる
スキルアップが期待できます。館山スクールでの開講です。 
 
● Reading and Listening 
読書量は、語彙力、表現力に比例します。多読することで英語
力をアップしましょう。同時に、多くの皆さんに苦手感がある
リスニングも取り入れて、聴く力もつけていきます。 
  

リーディング

＆リスニング 

レベル 4-6 THAM1 木 11:00 ‒ 11:55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Private and Semi-private lessons 

 
個人的に集中してレッスンを受けたい、友達と二人で時間のあ
る時に予約してレッスンを受けたい、という方はプライベート
およびセミプライベートレッスンをご利用ください。どちらも
生徒さんのニーズに 100%合わせたレッスンプランをご用意
いたします。ご都合のよい時間を事前に予約していただきます。 
 
●	 プライベートレッスン 4,320 円／1時間 
●	 セミプライベートレッスン（2名）6.480 円／1時間 
 
この他、時間のある限りで出張レッスン（出張費別途）もお受
けいたします。お問い合わせください。 


