世界で使える生きた英語と受験を楽しくしっかり両立
明大前の Nieman International School が生徒募集！
元ハーバード大学客員研究員（元 NHK 国際報道ディレクター、TOEIC 満点の日本人）とハーバード大で学んだ外国人の 2 人が指導、
監督する明大前の英語の私塾、ニーマンインターナショナルスクール（ニーマン IS）が今年も意欲ある生徒を人数限定で募集します。
ニーマンインタナショナルスクールは、国際社会で通用する“生きた使える英語”と、学校の定期試験や英検、受験で最優秀の成績を
修めることができる“しっかりとした英語”を楽しく、両立させて学んでゆく、アットホームで少数精鋭の英語専門スクールです。
初心者から OXFORD などの欧米の教材等を使用してしっかり基礎を学び、レベルが上がれば海外の学校のように英語で授業を受けて
もらいますので、生きた英語を身につけながら東大、早慶などの最難関大学合格はもちろん、ハーバードなど海外一流大学や国際社会
でもしっかり通用する高い英語力を身につけることができます。暗記や詰め込みによる単なる日本の塾英語や受験英語ではなく、
一生使える生きた英語を自然に楽しんで学びたい人、話す、書く、聴く、読む、の使える英語と、文法や語彙などテストや受験に役立
つ英語をバランスよく身につけたい人、受験塾や英会話スクールでは満足できない人、将来は世界を舞台に思いっきり活躍したい人・・・。
4 月からニーマンの志の高い仲間、先生と一緒に生きた英語を楽しく、本気で学んでみませんか？（今話題の多読プログラムもあります！）

ニーマン IS なら大手の塾や英会話学校よりうんと楽しく、圧倒的に高い英語力がつきます!
ニーマン IS は、欧米などで行われている世界標準の英語教育を、受験などの日本の教育の現実に対応させた形で、無理なく、安価で日本の子供たちに提供することを
目的としたアットホームでハイレベルな英語スクールです。ですので、学習塾・受験塾や英会話学校とは目指すもの、内容、指導方法がはっきり具体的に異なります。
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2/18,25,3/4,11(日曜)に説明会
要電話予約 090-8453-3597

詳細、
生徒の声は www.nieman.jp で！
大人のための英語クラスもあります！

小学生から大人まで、
“使える英語”を楽しくしっかり安価で学ぶニーマンプログラム
楽天、ユニクロ、日産自動車など国内企業が次々に英語を社内公用語化しています。大学センター試験も廃止が正式に決まり、新高 1 からは
スピーキング、リスニング、ライティングを重視する大学入試に変わります。世の中が完全に“筆記試験”から“英語でコミュニケーション
がとれるか”へと移っていっている今、ニーマン IS は“生涯の財産“となる使える英語を “楽しくしっかり” 学ぶクラスを安価で提供します!

ジュニア（小学生）プログラム（6 歳～12 歳）

NIEMAN KIDS
小学生には、まず外国人の生きた英語に触れ、そこから焦らず、楽しく、ゆっくり、しっかりと英語を学んでもらいます。といっても、多くの英会話学校のように歌って
ゲームをやって先生と遊ぶだけでは“しっかりした英語力”はつきませんので、ニーマンではハーバード大学で学んだ教養あるやさしい外国人の先生の二ヶ国語指導のもと、
英会話に加え、英検にも合格できるよう、丁寧な発音指導やリスニング練習に加え、初級の文法や読解、ライティングも楽しく学んでゆきます。ジュニアプログラムを修了
してユースプログラムに進めば、中 3 で英検 2～準 1 級（高卒～大学中級）の英語力がつきますので、中学では英語が絶対の得意科目になり高校、大学受験も万全です！
（中学受験をする生徒も、あえてしないで小学生から楽しく英語を学び、英語を絶対の得意科目として高校受験で勝負する生徒もたくさん通っています）

NIEMAN YOUTH PROGRAM

ユースプログラム（新中学 1 年生～社会人）

ニーマンのメインプログラムです。5 段階の能力別のプログラムで、国内の高校、大学入試で結果を出すことはもちろん、欧米の高校の授業が理解でき、その中で積極的に
質問、発言ができ、リポートも書ける程度の高い英語力の養成を目指します。この高い目標に向かって、文法や表現を学ぶしっかりとした日本語中心の授業と、英語できち
んと受信し、発信できる実践力を鍛えるための英語でのイマージョン授業をバランスよく織り交ぜて指導してゆくことが特徴です。宿題も、塾のように暗記する、4 択問題
を解く、英文を和訳させるなどのただ“試験問題を解くだけの勉強”に専念するのではなく、ニーマンでは“英語そのものができる”
（つまり話せる、書ける、聴ける、
読める）ための素直な練習、トレーニング”をたくさん積んでゆきます。レベルをあえて英検や入試で表すと下の通りですが、双方向参加型の授業の中、英語で考え、
英語で意見をまとめ、英語で反応、発言する練習をしっかり積んでゆきますので、英検や受験では測れない発音、会話、発言力や一生の財産になる高度なコミュニケーショ
ン能力が身に着きます。しっかりやっている生徒は中 3 で英検 2 級（高卒程度）
、高 1～2 で準 1 級（大学程度）に全員合格していますので、受験に関しては最難関校高校、
最難関大学合格はもちろん、ハーバードなど海外の一流大学を目指すことも可能です。ハーバード大学全額奨学生、コロンビア大学院卒、元 NHK 国際報道ディレクターの
スクール代表（TOEIC 満点、全国 1 位）が、責任を持って世界標準のプログラムを開発、指導、監督します。 （詳しくはホームページ
30 年度 4 月からのスケジュールと詳細

www.nieman.jp で！）

（少人数制ですので定員となった場合は募集を終了いたします。ご了承ください）

クラス名

時間（週 1 回）

レベル （ ）は英検との比較の目安

ジュニア基礎

60～70 分

初心～基礎

（初心～5 級）

7000 円

ジュニア初級

60～70 分

基礎～発展

（5 級～4 級）

7000 円

ジュニア中級

60～70 分

発展～応用

（４級～3 級）

7000 円

ユース 1

120 分

中学基礎～中学初級 （初心～3 級）

ユース ２

120 分

中学中級～中学修了 （3 級～準 2 級）

一般高校、一般都立高校

15000 円

ユース ３

130 分

中学応用～高校初級 （準 2 級～2 級）

最難関高校、大学受験基礎

16000 円

ユース ４

130 分

高校中級～高校修了 （2 級～準 1 級）

一般大学～最難関大学

17000 円

ユース ５

130 分

大学以上

最難関大学～海外大学

17000 円

（準 1 級～1 級）

入試対応レベル

月謝

14000 円

3 月から入れるクラスもあります！ 各クラス週 1 回。 能力別。月謝は消費税、施設費込み。入会金 10800 円。教材費別途実費。 曜日等詳細は nieman.jp で！

ER Program （週 1 回 90 分個別指導 月謝 8000 円）

多読プログラム（6 歳～）

イギリスの小学校の約 8 割が国語の時間に実施している“多読”とは、自分のレベルにあったやさしい単語で書かれた平易な英語の本をたくさん読むことで、
無理なく自然と英語力を伸ばし、英語脳を育ててゆくとても楽しい英語学習法です。英文を一文ずつ日本語に訳させて理解させようとする学校や塾でのリーディング
とは全く違い、講師の丁寧な個別指導のもと興味がある好きな本をどんどん読み進めてゆきますので、楽しみながら語彙、読解力を伸ばすだけでなく、速読力や英語の
本を読む習慣を身につけることができます。先生への質問は英語でも日本語でも可。毎回シートに読んだ本のレベルや単語数、読んだスピードを記録してゆきますので、
英語を読むスピードがどんどん上がってゆくことを数値で確認できます。
（多くの生徒が 1～2 年で読むスピードを 2～３倍に上げています）
楽しみながらあらゆる英語テストの中核をなす長文読解の最高のトレーニングになりますので、英検や高校、大学受験の長文読解対策としてもお勧めです。
（時間など詳細は www.nieman.jp で。 振替可。 ジュニア、ユースクラスと平行受講する場合は、多読の月謝を半額にするお得な特割制度が大好評！）

（週 1 回 90 分～120 分 月謝 9000 円～）

社会人プログラム（18 歳以上大人対象）
“楽しくしっかり”の大人対象の英語、英会話クラスもあります。

www.nieman.jp をご覧下さい。

2/18,25,3/4,11(日曜）に説明会開催
(要電話予約) 090－8453－3597
090-8453-3597 www.nieman.jp

京王線 [至調布]

スーパーまいばすけっとの２F です ●

明大前から徒歩 3 分（世田谷区松原 2-17-33-203）
明大前

―――至新宿

スーパー まいばすけっと 角曲がる

