
実験＆
工作教室

≪レッスン料金（税別）≫
■Science & Craft 

【40分】 ¥2,000 (税別) ＋教材費 ¥1,000/¥500 (税別)

※一般生は2,400 (税別) ＋教材費 ¥1,000/¥500 (税別)

【80分】 ¥4,000 (税別) ＋教材費 ¥1,400 (税別) 

※一般生は4,800 (税別) ＋教材費￥1,400 (税別)

受講確認書(別紙)を
ご提出ください。

2月27日(土)までに

□ 先着順での受付でございます。（定員8名）※満席の場合は別日程でのご受講をお願いすることがございます。
□ お申し込みは校舎にて行わせていただきます。お電話または校舎へ直接お問い合わせください。

ユニバーサルキャンパスHAT神戸校 078-251-0231



≪レッスン料金（税別）≫

■BABY/PAIR 【40分】 1 レッスン ¥2,000 (税別)

■SOLO/IMMERSION 【80分】 1 レッスン ¥4,000 (税別)

■Science & Craft 【40分】 ¥2,000 (税別) ＋教材費 ¥1,000/¥500 (税別)
【80分】 ¥4,000 (税別) ＋教材費 ¥1,400 (税別)

2月27日(土) までに

受講確認書(別紙)を
ご提出ください。

(※欠席の方も提出ください)

BABY/PAIR
お母さんと一緒のクラス♪

全１回
４０分

Biscuit Wants to Play
犬のビスケットは、2匹の子猫たちに出会います。

一緒に遊びたいなぁと思いますが、

子猫たちは他のものに夢中で・・・

ビスケットは子猫たちと一緒に遊べることができるの
かな？

SOLO/IMMERSION
お子様1人のクラス♪

全1回
８０分

□ 先着順での受付でございます。（定員8名）※満席の場合は別日程でのご受講をお願いすることがございます。
□ SOLO/IMMERSIONクラスにおいては、 1レッスンからご受講いただけます。

Rocking Snail
絵本の時間

クラスで絵本を読むよ♪
楽しんでね！

五感を刺激 ｾﾝｻﾘｰﾌﾟﾚｲ

テーマは… Pet Shop !!
～ ペットショップ～

絵本に沿ったアクティビ
ティ・ワークシート・工作

絵本の時間 ＋

Craft
“Which ones can swim? Which is 
brown?”どっちが○○かな？
よく見て答えましょう！

ふわふわトンボの工作もします！

Worksheet
“Which is…?”を使っていろ
いろな池の生き物の名前を
覚えよう！見たことあるもの
は見つかるかな？

羽がひらひらして
いてきれいだにゃー♪

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

80分40分

～実験＆工作教室～

＜オプション講座＞

テーマは… Pond Walk!!
～ 池の周りのいきものたち～

ペットボトルエコライト

太陽光で自動充電の
エコライト！教材費

¥1,000 (税抜)
（幼児以上向け）

ふわふわロケット

Fluffy Rocket

Eco Light

風に乗ってふわふわ、
遠くまで飛ぶよ！

教材費
¥500 (税抜)

（幼児以上向け）

マーブリングの科学

Marbling Experiment
マーブリングって何？どうすればきれいな
模様が浮かび上がるの？英語で色の名
前が全部言えるかな？何色と何色がきれ
いにみえるかな？やってみよう！

教材費
￥1,400 (税抜)

（幼児以上向け）

Can you find a snail?みんなはカタツムリ
見つけられるかな？
ゆらゆら揺れるカタツムリの工作もします！

紙を折ってみたり、のりを使って貼り付けら
れるかな？お父さん、お母さんといっしょに
自分だけのかたつむりを作ってみよう！

＜開講時間＞
3/26(金) 10：10-10：50
3/30(火) 10：10-10：50

＜開講時間＞

3/26(金) 16:15-17:35
3/27(土) 16:15-17:35
3/30(火) 16:15-17:35



≪レッスン料金＋教材費≫
■ KIDS コース（Pre） ¥8,000 (税別) ＋教材費 ¥1,150 (税別) 

■Science & Craft    【40分】 ¥2,000 (税別) ＋教材費 ¥1,000/¥500 (税別) 
★PreKIDSｺｰｽ2日間を受講した場合…¥1,200 (税別) ＋教材費

【80分】 ¥4,000 (税別) ＋教材費 ¥1,400 (税別) 
★ PreKIDSｺｰｽ2日間を受講した場合…¥2,400 (税別) ＋教材費

2月27日(土) までに

受講確認書(別紙)を
ご提出ください。

(※欠席の方も提出ください)

２日間
各４５分×4コマ

A Daily Encounterｓ （外国人/日本人講師）

日常で出くわすシチュエーション
を英語で学習します。

机に座って文字を見ながら英会
話の練習に挑戦しましょう！

テーマは、My Favorite Things.
です。

ドリル形式でフォニックスドリルの練習をし
ます。ここでしっかり習得すればお家で一
人でもどんどん進めることができます！
また読むことにも力を入れたプログラムで
UCAT*対策にもなります。
*「UCAT」とはAKクラスで行う到達度確認
テストです。

C I SPY （外国人/日本人講師）

B Learn about the World （外国人/日本人講師） D Drill/UCAT （日本人講師）

大人気絵本「ミッケ！」。精巧なジオラマを写
した写真の中に、隠されているさまざまなも
のを探していく謎解き絵本です。

スクールにある物の名前を覚えたり、数を数
えてみよう！I spy＿＿＿！って言えるように
なろう！

KIDS コース
Pre KIDS

□ 先着順での受付でございます。（定員8名） ※満席の場合は別日程でのご受講をお願いすることがございます。
□ Day1（A・Bの2レッスン）とDay2（C・Dの2レッスン）がございます。
□ Day 1, Day 2は別の日でも同じ日に両方でもご受講いただけます。（順番はありません）
□ BKクラスのお子様もご受講いただけます。普段の授業ではあまり機会のない読み・書きの練習もしていただけるチャンスです。
□ Day 1, Day 2 の計4レッスンご受講いただいた場合は、Science & Craft （オプションクラス）を割引料金で受講していただけます。

全ての日程がご都合の悪い場合は受付までご相談ください。
KIDSコースは日程調整の上、プライベートレッスン（１対１）にてフォローいたします。
PVレッスン：40分￥4,500 (税別)  ×2回＋教材費
その他オプションクラスは、KIDSコース２日間と同時にお申し込みいただくとレッスン料金が割引になります。

80分40分

～実験＆工作教室～

Day1（A・Bの2レッスン）と
Day2（C・Dの2レッスン）がございます。
Day 1, Day 2は別の日でも、
同じ日に両方でもご受講いただけます。
（順番はありません）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル別に世界の様々な国
について英語で学びます。
Ｐｒe KIDSのみなさんは英語を
使う身近な国の一つ
New Zealand（ニュージーラン
ド）について学びましょう！

ペットボトルエコライト

Eco Light
太陽光で自動充電の
エコライト！

ふわふわロケット

Fluffy Rocket

教材費
¥1,000 (税抜)
（幼児以上向け）

風に乗ってふわふわ、
遠くまで飛ぶよ！

教材費
¥500 (税抜)

（幼児以上向け）

マーブリングの科学
Marbling Experiment

マーブリングって何？どうすればきれいな
模様が浮かび上がるの？英語で色の名
前が全部言えるかな？何色と何色がきれ
いにみえるかな？やってみよう！

教材費
￥1,400 (税抜)

（幼児以上向け）



≪レッスン料金＋教材費≫
■ KIDS コース（AK1） ¥12,000 (税別) ＋教材費 ¥1,150 (税別) 

KIDS コース（AK2～AK8） ¥12,000 (税別) ＋教材費 ¥500 (税別) 

■Science & Craft    【40分】 ¥2,000 (税別) ＋教材費 ¥1,000/ ¥500 (税別) 
★KIDSｺｰｽ２日間を受講した場合…¥1,200 (税別) ＋教材費

【80分】 ¥4,000 (税別) ＋教材費 ¥1,400 (税別) 
★KIDSｺｰｽ２日間を受講した場合…¥2,400 (税別) ＋教材費

2月27日(土) までに

受講確認書(別紙)を
ご提出ください。
(※欠席の方もご提出ください)

２日間
各４５分×６コマ

A Daily Encounters （外国人/日本人講師）

日常で出くわすシチュエーションをレベル毎に学習します。
外国人講師とこれまでに学んだ英会話の練習をしましょう！

AK1は、I SPYを使用して、Reading ＆Speakingを行
い、ワークシートを使って理解を深めます。
AK2-8は、レッスンで習った単語や文法を活かして
英検のスピーキングに則した問題にチャレンジしま
す！

C Speaking （外国人/日本人講師）

B Learn about the World （外国人/日本人講師）

D Drill (UCAT) Reading （日本人講師）

E Speech （外国人/日本人講師）

F Writing （外国人/日本人講師）

レベル別に世界の様々な国について英語で学びます。

KIDS コース
AK1～AK8

AK1 → Nice to meet you.
AK2 → How much is it?
AK3 → Are you ready to order?
AK4 → Are you free this weekend?

AK1 → United States of America
AK2 → Australia
AK3 → Canada
AK4 → Great Britain

AK5 → India
AK6 → France
AK7 → Romania
AK8 → Germany

AK5 → Which bus goes to the zoo?
AK6 → Go straight along the street.
AK7 → Hit it and run!
AK8 → Have you ever been to America?

□ 先着順での受付でございます。（定員8名） ※満席の場合は別日程でのご受講をお願いすることがございます。
□ Day1（A・B・Cの３レッスン）とDay2（D・E・Fの3レッスン）がございます。
□ Day 1, Day 2は別の日でも同じ日に両方でもご受講いただけます。（順番はありません）
□ BKクラスのお子様もご受講いただけます。普段の授業ではあまり機会のない読み・書きの練習もしていただけるチャンスです。
□ Day 1, Day 2 の計6レッスンご受講いただいた場合は、Science & Craft （オプションクラス）を割引料金で受講していただけます。

全ての日程がご都合の悪い場合は受付までご相談ください。
KIDSコースは日程調整の上、プライベートレッスン（１対１）にてフォローいたします。
PVレッスン：40分￥4,500 (税別)  × 2回＋教材費
その他オプションクラスは、KIDSコース２日間と同時にお申し込みいただくとレッスン料金が割引になります。

Marbling Experiment
マーブリングの科学ペットボトルエコライト

80分
Eco Light

40分

～実験＆工作教室～

教材費
¥500 (税抜)

（幼児以上向け）

太陽光で自動充電の
エコライト！

Day1（A・B・Cの３レッスン）と
Day2（D・E・Fの3レッスン）がございます。
Day 1, Day 2は別の日でも、
同じ日に両方でもご受講いただけます。
（順番はありません）

AK1

教材費
￥1,400 (税抜)

（幼児以上向け）

マーブリングって何？どうすればきれいな
模様が浮かび上がるの？英語で色の名
前が全部言えるかな？何色と何色がきれ
いにみえるかな？やってみよう！

復習・予習のドリルを行います。教材内容やUCATの類似問題も含みま
すので、UCAT*対策にもなります。

*UCATはAKクラスで行う到達度確認テストです。
また読むことにも力を入れたプログラムとなっています。読む力がつくと、
できることが増え、総合的な学ぶ力を養うことができます！

※レッスン当日、AK1は
ピクチャーディクショナリー、
AK6-8はディクショナリーを
お持ちください。

「英語を使ってこんなことがしたい！」という思いをレベル別に数行の英語に
まとめて表現します。
レッスン内でスピーチをし、お友達や先生に聞いてもらいます！英語を学ぶ
目標をしっかりと言葉にして人に伝え、自己表現を行うことは自分自身のモチ
ベーションアップや自信につながります！いっしょにがんばりましょう！

AK1-2は、レッスンで習った身近な単語を
使って文を組み立てる練習をします。
AK3-8は、すでに習った単語や文法を活
かして英検のライティングに則した問題に
チャレンジします。

ふわふわロケット
Fluffy Rocket
風に乗ってふわふわ、
遠くまで飛ぶよ！

教材費
¥1,000 (税抜)
（幼児以上向け）



1回(80分)から
受講できるよ

マークシートの書き方から練習するので、これまでに受検したことのない方でも安心してください。
講座では問題形式ごとのサンプル問題を丁寧に解説してパターンを学習します。また、各級の重要単語
リストをお渡しするので、講座後もお家で引き続き勉強ができます。
次回の英検試験日は2021年1月24日(日)です。

□1レッスン80分間です。1レッスンだけでもご受講いただけます。
□3級以上のクラスをご希望の方は、日程のご相談をさせていただきます。
□別途教材をご購入いただく必要がございます（教材費は級ごとで異なります。Writingは不要）

英検の入り口となるテストです。
家族のこと、趣味やスポーツなど身近な話題が出
題されます。英語の基礎固めに最適です。難易
度の目安はAK3,4にお通いの生徒さま向けです
(中学初級程度)
80分×2レッスン
教材費 ¥1,100(税別)
*CD別売り¥850(税別)

出題形式や内容が、より実用的に。身近なトピックを
題材とした読解問題が加わります。基礎力をぐんぐん
伸ばしていきましょう。難易度の目安はAK3,4,5にお
通いの生徒さま向けです。
※リスニングの能力に左右されます(中学中級程度)
80分×2レッスン
教材費 ¥1,200(税別）
*CD別売り¥950(税別）

３級以上で出題されるライティング（作文）の特別講座
です。配点や効果的な解答方法など、ユニキャンオリジナ
ルメソッドで対策できます。難易度の目安は、アドバンス
キッズ上級レベルにお通いの生徒さまや、英検クラス・PV
レッスンでそれぞれの級取得を目指す生徒さま向けです。
80分×1レッスン
教材費別途 ※スケジュールはご相談ください

3級 準2級 2級

英検チャレンジクラス

先生とマンツーマンで1人1人に合わせたレッスンをします。
生徒さまのレベルや目的に合わせてレッスン内容をご提案します。
クラスメイトに合わせることなく、何度でも納得いくまで質問できるので、時間いっぱい効率よくたっぷり学べます。
スケジュールが合えば、とってもお得な期間限定のレッスンです。
AK必修2日間を欠席される場合の補習も可能です。 この期間は1レッスン4,500円（税別）の特別料金です。
※通常は1レッスン6,000円（税別）

レッスン料金

英検
クラス

80
分

AK必修2日間を受講した場合： 2,400円税別
AK必修2日間を受講しない場合： 4,000円税別

受講級により
教材費が変わりま
す。

日付 3月25日 3月26日 3月27日 3月30日 3月31日

曜日 木 金 土 火 水

AK1 Day1 Day2 Day1 Day2

AK2 Day2 Day2 Day1

AK3 Day2 Day1 Day2

AK4 Day2 Day1 Day1

AK5 Day1 Day2 Day1

AK6 Day1 Day2

Pre Kids Day1 Day2 Day1 Day2

AK1 Day2 Day1 Day2 Day1

AK2 Day1 Day1 Day2

AK3 Day1 Day2 Day1

AK4 Day1 Day2 Day2

AK5 Day2 Day1 Day2

AK6 Day2 Day1

Pre Kids Day2 Day1 Day2 Day1

英検
○

16：15-17：35
○

16：15-17：35
○

16：15-17：35
○

16：15-17：35
○

16：15-17：35

実験

マーブリング(80分)

16：15-17：35

エコライト(40分)

16：35-16：55

マーブリング(80分)

16：15-17：35

マーブリング(80分)

16：15-17：35

ロケット(40分)

16：35-16：55

マーブリング(80分)

16：15-17：35

マーブリング(80分)

16：15-17：35

エコライト(40分)

16：35-16：55

morning

(午前)
10：10-12：40

Pre Kids
11：00-12：40

先生と一緒にお昼ごはんタイム　Lunch Time ♪

afternoon

(午後)
13：35-16：05

Pre Kids
13：35-15：10


