
ECOLE HIBARI ENGLISH HOUSE (Since1970)

英語に強い
英検に強い
地元英語No1. 校
デジタル教材活用でも地元No.1!

エコールひばり
新規生募集
対象学年   小学２年生
                      ～高校３年生

■エコールひばり /勉強の６つのプロセス→やれば必ず学力アップ

■エコールひばりの５つの柱

旺文社英検ネットドリル→準１級ドリル追加で大学入試対策まで対応！
弊校が旺文社 /ショウインと共同開発した究極の英検 ICT教材。旺文社刊の「過去問題集」「Pass 単熟語」「予想問題集」を収録。
英検学習を通じて「読む」「聞く」「話す」の対策が可能。また速読英語で身に付けた英語筋の実践にも使用。
今年は「大学英語４技能テスト対策」用として準１級ドリルも作成します（月謝とは別途教材費を頂きます）。

「小学生英語入門コース /英検コース」（入門コース小２～小４/英検コース小４～小６）
弊校は㈱mpi のパートナー校。クラスレッスンは「小学校英語上級認定資格」(J-SHINE) 取得指導員で西東京市内小学校でも指導中の西村先生が担当。
・入門コース：mpi の児童英語指導法に沿ったプログラムで指導。「英会話たいそう（Danshinglish）」を始め、歌、絵本、
　　　　　　   チャンツを多用し、音感 /語感 /体感を刺激し楽しく歌って踊りながら学習します。
・高学年英検コース：mpi 教材と中学英語教科書を組合せ、会話レッスン /フォニックス指導 /文法学習等を実践。
　　　　　　　　　  １年後の英検取得を目指します。

「速読英語」
「速読国語」導入校
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主要５科目
完全対応

国・数・英
理・社

下記の 1～５を組合せ、能力に合わせたカリキュラムを作成し学習を行います。

（対象／小２～高 3）

（対象／英検４級程度以上）

ショウイン学習システム→英語専科 /英語プライベート /総合学習コースで使用
ショウインは全国で３万人の小中学生が使用している個別学習用 ICT教材。個々の進度に合わせて、
英語や選択科目の個別学習を行います。ノート学習を必須とし、できるまで何度も繰り返す機能で
「覚えた事を記憶に残す」までの学習を実践。主要５教科に対応で１０万題の問題が学習をサポートします。

速読国語→正に「能力/脳力ストレッチ」。やれば必ず効果が出ます！
速読国語は「読書速度」　「読解力」アップだけでなく　脳トレプログラムで「集中力、思考力、記憶力、瞬間認識力」等
さまざまな潜在能力を強化できる ICT教材。眼筋トレーニングは動体視力の鍛錬も兼ねており、動きの早い球技スポーツの
能力を高める効果もあります。詳細は裏面で！

速読英語→「英語脳/英語筋」をストレッチ。英語力を相対的にアップ！
高校 /大学入試で「TOEFL」「TOEIC」「TEAP」「英検」などの 4技能試験導入が既にスタート。
現行センター試験でも長文読破には最低120単語 /分の読書速度が必要（高校生平均速度は 60単語/分）。
速読英語での読書速度アップ、200単語 /分以上で英文が流れる速聴機能を使った“リスニング強化”と
“シャドウイング”（流れてくる英文音声に合わせての会話練習法）で「英語脳 /英語筋」を強化。
英検ネットドリルとの併用は受験突破への近道です。
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❹　書き留めたことは覚える 
❺　復習する　
❻　覚えた事を記憶に残す (定着 )

❶　問題をしっかり読む　
❷　解らない事は調べる
❸　調べたことは書き留める　

・弊校では来たる小中学校での“デジタル教育導入”に向けて、既にデジタル /ICT 学習を推進しています。
・デジタル教材とアナログ学習を融合した個別学習を中心に、以下のプロセスを徹底することで
　「たのしい」「わかる」「とける」学習を実践し学力アップにつなげます。
・英語レッスンは、小学生は集団クラスレッスンが中心。中学生は教科書解説 /会話レッスン /フォニックス学習等は
  集団で行います (中高一貫校“ニュートレジャー対策用”プライベートレッスンコースもあり。限定４名 )。

■各教科とも定着するまで“書いて覚える”アナログ作業を徹底的に行います。

★フォニックス指導は実績あり！ 弊校では既に導入から 8年。地域でも本格的フォニックス学習ができる希少な英語教室。
　小～中学生は基礎学習時に必ず学びます。
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が丘 
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エコールひばり英語専門教室
代表　西村英二

TEL:042-444-7233
検索エコールひばり英語専門教室

〒202-0001　西東京市ひばりが丘 2-8-16（ひばりが丘団地西友近く）
http://ecolehibari.web.fc2.com/

至田無

ひばりが丘駅

SEIYU

SEIYU

至所沢
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中原小学校

西武池袋線
パルコ

クリーニング店

ひばりが丘駅南口より徒歩 12分。またはバス 5分、徒歩１分。
バス［田 44］田無駅行き、 ［境 07］  武蔵境駅行き
　　   中原小学校前で下車

＜受験に有利！＞

＜弊校受講生の３カ月での読書速度推移 (数字は文字 /分 )＞

＜受講生の声 /アンケートからの生の声＞スポーツや読書意欲向上などの効果も確認できます

（日常学習について）
・テストの際見直しをする時間が増えた―6人 ( 中高生 )
・長文や教科書を読むスピードが速くなった。スラスラと読めるようなに感じるー 4人（中高生）
・今まで苦手だった社会の用語の暗記が覚えられるようになった（高校生）
・理科の実験で実験手順を書いた文が今までよりも頭に入るようになってきた (中学生 )
・英単語が覚えやすくなった（速読英語併用高校生）
・英語 /国語とも読む速度が速くなった。以前より理解度も増している（速読英語併用中学生）
・速聴で声を出してシャドウイングをしたり、2倍速で聞くことで
  リスニングができるようになった（速読英語併用高校生）
・学校の授業中、英語の先生のアクセントや細かい発音が聞き取りやすくなった。
  速聴はすごい（速読英語併用高校生）
・シャドウイングをしていることで教科書の音読がスムーズになった（速読英語併用中学生）

（スポーツについて）
・視野が広がり相手の動きが解るようになった (サッカー /中学生 )
・シャトルが良く見えるようになり、打ち返しやすくなった。
  他の球技でも速いボールをキャッチしやすくなった（バトミントン /中学生）
・視野が広がり今までよりラケットにボールが当たるようになった（卓球 /高校生）
・ボールがよく見えるようになり、投げた後のボールの縫い目が見えるようになった（野球/小学生）
★日本記録216安打を達成した「西武秋山選手」や2000本安打達成直前の「中日荒木選手」も
　眼筋/脳トレーニングとして速読を導入しています。

( その他全般 )
・本を読む速度が速くなっていると感じるー 7人 ( 小中高生 )
・国語や英語以外の科目でも受験に役立つと思う（高校生）
・小説を読んでいて読む速度だけでなく、理解する力が上がったと感じる（中学生）
・急いで読みたい時、流し見をするだけでもだいぶ理解できるようになった (中学生 )
・前に読んだ本を読むと 1/2 ほどの速度で読めるようになっていた (中学生 )
・学校の朝読書の時間で以前よりも沢山のページを読めていた（中学生）
・トレーニングをやり続けてきて文を理解して読めるようになっていると感じる（小学生）
・速度が速くなってきているのが具体的な数字でわかるのでやる気が出る (小学生 )
・速解力検定でもっと上の級を取りたい（小学生）→年 2回 6月と 11月に読書速度と
読解力の進捗を見る「速解力検定」があり、トレーニングの成果を計ります
・来年は速読甲子園に出たい（小学生）→8月～ 9月に全国の速読受講生との
  対抗戦（団体戦 /個人戦）があります
・トレーニング自体が面白いので速読が好き (小学生 )

●弊校はひばりが丘で唯一の「日本速脳速読協会認定校」です。
　ご提供中の速読トレーニングは「プラスばかりでマイナスはない」
　と断言できるものです。
　これからも速読を通して受講生のさまざまな能力アップに貢献
　していければ幸いです。

無料体験 /個別説明会
■個別にて随時受付致します。教務主任との個別
　カウンセリングにより個々にあった学習内容を検討し
　ご提案致します。無料体験学習も随時可能です。
　御電話にてお申込みください。
■各コースのスケジュールは時期により変動致します。
　詳細は御電話にてご確認ください。

受講料（金額はすべて税別）

“速読力”で受験当日に実力を発揮！
今の読書速度で試験時間内に問題をとけますか？
合格へ近づくには「知識量の蓄積』と「当日の実力の発揮」
がポイントになります。ただ、試験時間内に解ききることが
できなければ、せっかく記憶した知識も解法も試験の点数に
つなげることはできません。速読力を身につけて余裕と自身
を持って試験時間の挑みましょう。

大学入試センター

高校受験（国語）

中学受験（国語）
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さまざまな試験において、試験時間全体の約 6割が“解く”のに必要な時間とされています。

約 23,700文字

例 8,500文字の場合

例 10,000文字の場合

速読の効果
読書速度 500文字／分 読書速度 1500文字／分

・S君 ( 高２)　   615→1568　     ・Nさん（高２）665→1227     ・S さん（中３）   639→1319　  ・Tさん ( 中１)   491→1026　
・I さん ( 中１)　 419→1414        ・Aさん ( 中１)  909→1303     ・Mくん（小６）  387→1331 　・Nくん（小６）387→1331
・Eくん ( 小６)   663→1126　　  ・Yくん ( 小 5)   770→1750     ・S さん（小４）   661→1651

★受講生全員が 3カ月で 1000を突破し現在もトレーニングを継続中。週２回受講中のYくん（小５）は現在 2250にまで到達している。

★2016年 1月実施、大学入試センター国語の文字数は 23871文字 ( 原稿用紙約 59枚分 )。上記データとほぼ同一文字数。
　例年より微増だったが、今後減る傾向はないと予測。
★一般小～高校生の読書速度の平均は 400～ 600文字 /分。500文字 /分とすると上記のように時間内に解き終えることは不可。
★2015年度都立高入試国語テストの文字数は“約 11628文字”。平均読書速度では試験時間５０分で１５分の時間不足となる。
★入試で余裕を持ち解き終えるには 1500文字 /分の読書速度が理想。読書速度のアップが入試突破の大きな鍵になる。

■ 英語専科コース　　　　　　　　　　　　　
　 小学生入門コース：   7,000 円（週 1回 50分）　
　 小学生英検コース：10,000 円（週 1回 90分）
　 中学生：12,000 円（週学習時間目安 150分）　　　
　 高校生：13,000 円（週学習時間目安 150分）

■ 英語プライベートレッスンコース　　　　
　 小中学生：18,000 円　高校生：20,000 円　
　 （西村教務主任との 60分マンツーマン指導を含み
　 週学習時間目安 180分）

★英語コース /学習コース併用受講生の速読料金は上記より30～40％割引の特別料金あり。詳細はお問合せください。
＊通学日 /通学回数は個々のご都合に合わせてスケジュール設定致します。
＊入会金：10,000 円　年間設備費 5,000 円 ( 毎年更新 )は別途全コース共通です。

■ 総合学習コース (中学生対象 )
　 2 科コース（英 /数）：　　　　　　　18,000 円（週学習時間目安 240分）
　 総合コース（英 /数必修＋希望科目）：22,000 円（週学習時間目安 360分）
　 フリーパスコース（全科目対象）：　　26,000 円（弊校開講時間内は無制限）

■ 速読（下記は速読のみ受講の生徒 /児童対象価格）
　 速読専科生価格：速読国語：月 4回  7,000 円　月 8回  9,000 円
　 速読英語：月 4回　8,000 円　月 8回   12,000 円
　 速読国語 /英語パック：月 英国各 8回　16,000 円

当校教務主任
西村 美樹 MickeyNishimura

＊読む時間は文字数の 1倍で計算。読み直しや答えの検索などを行うと読む時間はさらに増加します。

＊読む時間は読み直しや答えの検索などを考慮し、文字数を 2倍で計算。

＊読む時間は読み直しや答えの検索などを考慮し、文字数を 2倍で計算。

（平成27年度 大学入試センター試験問題：国語）


