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ゴールデンウイーク開け5月の

本校の対応について

すっかり春らしくなりましたが、皆様お変わりございませんでしょうか？新型コロナウイルス
感染の終息が見えない中、不安な日々をお過ごしのことと思います。
さて、ご承知の通りコスモスインターナショナルスクールでは、4月より全てのレッスンをオンラ
インレッスンに切り替えて実施して一か月が経ちました。 皆様におきましては、辛抱強くお付き
合いいただき、ありがとうございます。様々なトライアルの結果、生のレッスンに比べ、オンライ
ンレッスンは画面を共有することにより、より視覚的な解説が出来るなどの利点も見えてきました。
つきましては、状況が変わらない中、お子さまの安全を第一に考え、引き続き、下記の要領でオ
ンラインレッスンを続行する予定です。子どもへの教育を出来るだけ絶やさぬよう、スタッフ一同、
更に工夫を重ね、楽しいわかりやすい授業が提供できるよう努力してまいります。現在、休会をさ
れておられた方の復帰も大歓迎です。また、通常のレッスンに加え、期間限定の特別講座も御用さ
せていただいております。「子どもの成長に待ったなし」、ピンチをチャンスに！
奮ってご参加ください。



通常のグループレッスン
（ただ今、1対1でオンラインに切替中） 5月までの限定メニューです。

Mini Kindy保育・幼稚園生対象
（通常のグループレッスン ￥8,700/月 ⇒ 40分×2回/月 オンラインで1対１

￥16,300/月 ⇒ 40分×4回/月 オンラインで1対１

After School小中高生対象（オンラインレッスン1対1／ 1回50分）
（通常のグループレッスン ￥15,000/月 ⇒ 50分×3回/月 オンラインで1対1 (¥15,000）

￥26,000/月 ⇒ 50分×5回/月 オンラインで1対1(¥25,000に変更）
￥35,000/月 ⇒ 50分×7回/月 オンラインで1対1(¥35,000）

内容：会話、Flash Cardsを使ったVocabulary Building ,Reading

•オンラインレッスンの予約は、Kids Diaryより行って下さい。前日の18時まで予約変更可能です。
•前日18時以降や当日のキャンセルは、レッスン1回分とみなします。

•講師は選ぶことはできません。（なるべく一人ひとり生徒の状況を考慮しながら、マッチングさせてい
ただいております。）

•レッスン時間は接続時間も含みます。レッスン2分前にはご使用になる機器の立ち上げ、準備をお願い
します。接続に問題があった場合も、時間内にレッスンは終了します。

*接続に関しては、別紙をご参照ください。初めてオンラインレッスンをご検討される方で接続にご不安
な方はご相談ください。予め接続確認を行わせていただきます。

•5月オンラインレッスンは必ず5月中に指定回数を受講してください。5月以降への持ち越しや振替はで
きません。

•3月分の振替は、スクール再開後の通常レッスン内での振替のみといたします。5月中のオンラインレッ
スンへの振替は出来かねますのでご了承ください。



プライベートレッスン
（オンラインレッスン募集中！）

全年齢対象（オンラインレッスン1対1／ 1回60分）
¥5,500/1回 ¥55,000/10回 チケット対応可

内容：先生指名制
決められた曜日、時間で各生徒の弱点補強、リクエストに応じて
SpeakingやWritingに特化した独自の学習のプランに応じたレッスン

☆ 通常プライベートレッスン受講されている方の為のオンラインプライベートレッスンです。
☆ お申し込みは、Kids Diaryの連絡帳または、お電話にてお願いいたします。予約画面から

のご予約はできません。
☆ 講師は基本既存の先生で設定しますが、時間はご相談させていただく場合がございます。
☆ 「オンラインプライベートレッスンのきまり」に準じます。
☆ 先生の指定が可能です。先生を固定したい場合は、こちらのレッスンを受講してください。



未就学児向けの

英語で歌って踊ってクラス
5/11～毎日 9:00~9:30の30分開催

以下２つのコースのみ5/11(月)～5/15(金)は何回参加しても無料！！
英語を習うのが初めて！オンライン初めて！のお子様が対象の参加しやすい毎日30分のコースです。

英語のリズムに合わせて、歌って踊って五感を動かして、親子で楽しんじゃいましょう！

◆Music and Movement クラス（2名～開催）
2，3歳の未就額児の対象コースです。幼稚園の先生歴25年のベテラン、Sergio先生と一緒に、
身体を動かしながら英語を全身で感じます。

日時： 5/11（月）～毎日(月)～(金) 9：00～9：30

受講料：5/11(月)~5/15（金） 5日間 / ￥０
5/18(月)～5/22(金) 5日間 / ￥1,000

5/25(月)～5/29(金) 5日間 / ￥1,000

◆ABC for Beginners クラス（2名～開催）
今回初めて英語を学び出す小学校低学年対象コース。Sergio先生またはAndy先生によるビギナー向け

英語を楽しむクラスです。
日時： 5/11（月）～毎日(月)～(金) 14：00～14：30

受講料：5/11(月)~5/15（金） 5日間 / ￥０
5/18(月)～5/22(金) 5日間 / ￥1,000

5/25(月)～5/29(金) 5日間 / ￥1,000

Sergio先生

Andy先生



英検対策コース 【5/11(月)～5/22（金）】全６回～10回

英検Writing対策コース【5/25(月)～5/29（金）】全５回

2020年第1回の開催が6/28以降に、第2回の開催が10/2以降に延期となりました。この際、今の実力より一つ上の級を
チャレンジするチャンスです。

「正解は、何となくこんな感じかな？」を「こういう理由で、これが正解」というところまで徹底的に解説
英検5級・・・ 5/11,13,15,18,20,22(月)(水)(金) 13:00~13:50 全 6回 / ¥15,000

英検4級・・・ 5/11(月)~5/22(金） 平日毎日 14:00~14:50 全10回 / ¥26,000
英検3級・・・ 5/11(月)~5/22(金） 平日毎日 15:00~15:50         全10回 / ¥26,000

英検3級Writing 5/25(月)～5/29（金）平日毎日 13:00~13:50        全10回 / ¥15,000 

講師：当校Preschool卒業生が、他社で3年間の英検指導したノウハウを生かし、なるべく生徒の頭に残るように
例文をあげながら丁寧にご指導させていただきます。

＊各級2~4名で開催 人数に達し次第、締め切ります。
＊お申込み、ご予約は、Kids Diary連絡帳または、お電話にてお願いいたします。
予約画面からのご予約はできません。

Cherry先生



Phonicsコース
【5/11(月)～5/22（金）】全10回

日時： 5/11（月）～5/22（金） の平日 15：00～15：50

対象：小学校低学年
英語を学び始めたばかりで、ABCが読めるようになった生徒対象です。
英検5級の問題がスムーズに読めなかったり、早く読み出しをしたいお子様にお勧めです。

受講料：￥26,000/10回

内容：英単語のうち7割は、フォニックスがわかるようになると発音できるようになるといわれています。小さい
うちからフォニックスを使って読む習慣をつけると、きれいな発音で意味の分からない新しい単語も何とか
読めるようになります。このコースでは、フォニックスの基礎を学び、やがては英語でスムースに文章を読
めるようになる準備をします。

講師：ミャンマーや日本の大手インターナショナルスクールにて長年教えていたBon先生がご指導させていただき
ます。

＊各級2~4名で開催 人数に達し次第、締め切ります。
＊お申込み、ご予約は、Kids Diary連絡帳または、お電話にてお願いいたします。
予約画面からのご予約はできません。

Bon先生



中学1年生の文法の

英語予習復習コース
【5/11(月)～5/22（金）】全10回

日時： 5/11（月）～5/22（金） の平日 17：00～17：50

対象： 英検4，5級取得者、またはこれから受けようとしている方、新中学1年生で少し英語をかじったことがあ
る方、普段Nativeの先生に習っているが、ここで文法を整理したい方

受講料：￥26,000/10回

内容： 英語を話せるようになるには、まず頭の中で、知っている英単語を組み立てなけらばなりません。
それでは、どうやって組み立てるの？その仕組み(文法）を今回は、中学1年生で習う項目に焦点を当てて
易しくわかりやすく解説いたします。

講師：幼少時より日本で育ったものの、現在は、英語を普段は、英語のみで大学生活を
送っています。カナダへの留学から帰国してきたばかり、飽きさせないパワー
全開の楽しい授業を
心掛けています。

＊各級2~4名で開催 人数に達し次第、締め切ります。
＊お申込み、ご予約は、Kids Diary連絡帳または、お電話にてお願いいたします。
予約画面からのご予約はできません。 Arles先生



スクールを開校し、教室での通常レッスンに戻ります。
グループレッスン受講者
Mini Kindy 15：20-16：20
After School 16:30～18:00
Jr./Sr.High School 18:30～
プライベートレッスンレッスン受講者
各自ご希望日程
※ 鎌倉校開校にあたり、レッスン開始時間を統一するため、以前と時間を変えていただく

ようになります。
オンラインレッスン希望者
各自ご希望日程
※ 教室へ通うことができない方へは引き続きオンラインレッスン開講いたします。

•月途中で再び緊急事態宣言が出された場合、その時点でグループでのオンラインレッスンに切り替させていただきま
す。（レッスン時間、講師は変更せず行います。）

•緊急事態宣言が解除された場合

＜6月以降のレッスン＞



全クラス対象でオンラインレッスンを続行します。
グループレッスン受講者

1クラス2～10名

プライベートレッスンレッスン受講者
各自ご希望日程

※ 鎌倉校開校にあたり、レッスン開始時間を統一するため、以前と時間を変えていただくように
なります。

オプション希望者
•Speakingコース ・ Readingコース
•英検対策コース ・ Writingコース
•Phonicsコース ・ 英語で映画のセリフの表現を解読しよう

•Grammarコース ・ Journalコース など

B.緊急事態宣言が続いている場合



●オンラインレッスン受講前のお願い●

• 当校ではオンラインレッスン移行に伴い、スクールの通信環境の改善に全力で取り組ん
でおります。（通信量の大幅アップ、ルーターの新規交換、ＰＣの新規購入等）。
Preschoolでは、毎日最大8名の生徒と先生でのレッスンを実施しております。全国的な
テレワーク、オンラインレッスンの増加に伴い、稀に通信トラブルが発生することもご
ざいますが、大人数での開催でもほぼ問題なく実施できています。ご自宅の方でも、ご
使用になる機器や通信環境を今一度ご確認ください。

• 初めてオンラインレッスンをご検討される方、ご不安な方には、事前の機器・接続確認
のお手伝いをしております。いつでもお問い合わせください。

• レッスンは、Kids Diaryレッスン予約後、COSMOSよりメールが送られます。URLをクリッ
クするだけで、簡単にオンラインレッスンへ接続できます。一度ご説明いただくと、お
子さまだけでも簡単に操作することができます。

• 元々グループレッスン受講者で、休会希望の方はスクール規定通りお月謝の半額を納入
いただきます。退会希望の方は、5/9(土)までにお申し出いただいた場合のみ、4月末で
の退会対象とさせていただきます。それ以降のお申し出は、5月分のお月謝が発生いたし
ます。ご了承ください。



＜最後に＞
どんな状況にあろうとも、子どもたちの成長は止まることがありません。どの子も、言葉をしゃべり出

すのには、2000時間以上、その特定の言葉に触れる必要があると言われています。
「英会話教室に何年も通ったのに何でしゃべれるようにならないの？」

この質問の回答がそれです。
例えば当校のPreschool は、30時間/週 英語漬けになっても、何もお家でフォローがないとすると、

2000÷30=67週 つまり1年半もの時間をかけてやっと英語をしゃべりだす、という計算になります。し
かし、毎日コツコツと予習復習をし、お家でも保護者の方と一緒に取り組んでいただく機会を増やすと、
話し出す時間が、１年半→3か月半と圧倒的に短縮されます。この3か月半で、Preschoolの生徒はど
の子もしゃべれるようになります。
当校の他のコース、Mini Kindy/After Schoolの場合でも同様です。どんな状況下であれ、何らか

の方法で、諦めず、とにかくやり続けることが大切なのです。その時間を持ち続けることが大切なので
す。
「未来を背負って立つ子どもたちから学ぶ権利を奪うわけにはいかない」
この強い信念のもと、コスモススタッフ一同全力で取り組んでいる所存です。
何かと不慣れな状況下、ご迷惑も多々お掛けすることと思いますが、今後とも変わらぬご理解ご協力

よろしくお願い申し上げます。

2020年4月吉日

Cosmos International School
校長 山本 美澄


