
日付 7月23日 7月24日 7月25日 8月2日 8月3日 8月4日

曜日 土 日 月 火 水 木

AK1 Day2 Day2 Day1

AK2 Day1 Day2

AK3 Day2

AK4 Day1 Day2 Day2

AK5 Day1 Day2

AK6 Day2 Day1

AK8 Day2

実験

ガチャクラフト
貯金箱

10：00-11：20
ウォーター

ボール
11：30-12：10

AK1 Day1

AK2 Day2 Day1

AK3 Day1 Day2

AK4 Day2 Day1

AK5 Day2 Day2

AK6 Day2

AK8 Day1

英検 15：50-17：10 15：50-17：10 15：50-17：10

実験

ハンドガン
15：50-16：30

エアー
フレッシュナー
16：40-17：20

ハンドガン
14：50-15：30

ガチャクラフト
貯金箱

15：40-17：00

エアー
フレッシュナー
15：50-16：30

ウォーター
ボール

16：40-17：20

ウォーター
ボール

15：50-16：30
ハンドガン

16：40-17：20

morning

(午前)

10：00-12：25

先生と一緒にお昼ごはんタイム　Lunch Time ♪

afternoon

(午後)

13：15-15：40



Day1 
Kids Course (AK必修ｸﾗｽ)

２日間
各４５分×６コマ

□ 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。
□ 必修コースはDay 1, Day 2の両方を受講してください。
□ 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。
□ Science & Craft, 英検チャレンジクラスなどもご用意しています。レッスン内容は別紙をご覧ください。

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。
AK必修クラスは日程調整の上、休み講習プライベートレッスン（１対１）にてフォローいたします。
休み講習PVレッスン：40分（￥4,950 (税込) ） ×2回＋教材費
その他オプションクラスも、必修クラス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。

A テキストブック（外国人講師）

必修クラス（Day1, Day2）は
通常レッスンのテキストを使うから

レッスンに持ってきてね！

～ 夏も楽しくえいごを学ぼう!! ～

AK1-2は、Let’s Beginのレッスンです。
AK3-8は、Let’s Goのレッスンです。

B テキストブック（外国人講師）

Day2 

C  WRITING（書く）

スピーキングとライティングのレッスンで
はオリジナルワークブックを使うよ！

～実験＆工作教室～
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外国人講師と一緒に英語で工作を楽しもう！

D テキストブック（日本人講師） E テキストブック（日本人講師）

AK1-5は、Phonics Worldのレッスンです。
AK6-8は、Reading with Writingのレッスンです。

AK1-5は、Phonics Worldのレッスンです。
AK6-8は、Reading with Writingのレッスンです。

AK1-2は、Let’s Beginのレッスンです。
AK3-8は、Let’s Goのレッスンです。

AK1-2は、レッスンで習った身近な単語を使って分
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。

※AK1はピクチャーディクショナリー、
AK6-8は英和辞典をレッスンにお持ちください。

F SPEAKING (話す)

AK1-2は、レッスンで習った単語を使ってスピーキン
グの練習をします。シチュエーションに合わせた会話
の仕方を学びます。
AK3-8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！

水が光ってつかめる!?
超おどろきな体験をします！

不思議な体験を一緒にしましょう♪

光る！つかめる水

教材費
¥990(税込)
幼児以上対象

教材費
¥880(税込)
幼児以上対象

ハンドガンクラフト

自分の好きな色をぬって
オリジナルハンドガンを作ろう！

３連射の輪ゴム鉄砲で的に当てられるかな？

Bang!

Bang!

教材費
¥1,100(税込)
幼児以上対象

ガチャクラフト貯金箱

ダンボールを組み立てて
色をぬってつくる

ガチャガチャ貯金箱！
ハンドルを回すとカプセルが

出てくるよ！

≪レッスン料金（税込）≫
■KIDS Class (AK) ■Science & Craft 

※上記授業料は、UC生/UC生の兄弟姉妹以外（一般生） の方は、20％増となります。

AK必修クラス（6レッスン）を

受講した場合 受講しない場合

40分 1,320円＋教材費 2,200円＋教材費

80分 2,640円＋教材費 4,400円＋教材費

授業料 教材費

KIDSコース
（AK必修クラス）

13,200円 550円

7月2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



40分

80分

40分 教材費
¥880(税込)

教材費
¥1,100(税込)

教材費
¥990(税込)

光る!つかめる!
不思議な水!
（幼児以上対象）

ハンドガンクラフト
（幼児以上対象）

ガチャクラフト貯金箱
（幼児以上対象）

えいごで

≪レッスン料金（税込） + 教材費（税込）≫

※ UC生/UC生の兄弟姉妹以外（一般生）の方は、20％増となります。

2日間(KIDS)または、3レッスン(幼児)を

受講した場合 受講しない場合

レッスン料金（40分） 1,320 円 2,200 円

レッスン料金（80分） 2,640 円 4,400 円

教材費

つかめる水 990円

ハンドガンクラフト 880円

ガチャクラフト貯金箱 1,100円

外国人講師担当
英語を使って一緒に
工作を楽しもう！

7月2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

水が光ってつかめる!?

超おどろきな体験をします！
不思議な体験を

一緒にしましょう♪

自分の好きな色をぬって
オリジナルハンドガンを作ろう！

３連射の輪ゴム鉄砲で
的に当てられるかな？

Bang!

Bang!

ダンボールを組み立てて
色をぬってつくる

ガチャガチャ貯金箱！
ハンドルを回すとカプセルが

出てくるよ！



教材費
¥1,000(税抜)

≪レッスン料金 + 教材費≫

※ UC生/UC生の兄弟姉妹以外（一般生） の方は、20％増となります。

7月2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

好きな飾りや色を使って
オリジナルの消臭剤を作ろう！

夏にちなんだ単語やフレーズもお勉強します。
お部屋中良い香りで夏を過ごそう！外国人講師担当

南彦根校限定

消臭剤作り【年少～対象】40分

受講した場合 受講しない場合

レッスン料金（40分） 1320 円 2200 円

テキスト代

2日間(KIDS)または、3レッスン(幼児)を

660円教材費



≪レッスン料金（税込） + 教材費（税込）≫

■英検＆英検Jr.チャレンジ講座

※上記授業料は、UC生/UC生の兄弟姉妹以外（一般生） の方は、20％増となります。
※別途教材をご購入いただく必要がございます。（教材費はグレード・級によって異なります）

チ ャ レ ン ジ 講 座

マークシートの書き方から練習するので、これまでに受験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。

□ 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。
□ 別途教材をご購入いただく必要がございます（教材費はグレード・級で異なります。Writingは不要）

英検Jr.はリスニングのみの合否のない「育成型」のテストです。
オールカラーでイラスト付きのテストなので、はじめてのテストにぴったりです！

BRONZE

小学校低学年を対象とした英検の
入口となるテストです。

受験の目安：
英会話教室などで半年～1年程度学習

おすすめのUCクラス：
Immersion, BK1, AK1～2

80分×2レッスン
教材費 ¥1,540(税込）

SILVER GOLD

3級 準2級 2級

7月2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

AK必修クラス（6レッスン）を

受講した場合 受講しない場合

80分 2,640円＋教材費 4,400円＋教材費

1回(80分)から
受講できるよ

小学校中学年程度、BRONZE受
験で正解率80％以上の児童が対
象のテストです。

受験の目安：
英会話教室などで1年～2年程度学習

おすすめのUCクラス：
BK1～2, AK1～2

80分×2レッスン
教材費 ¥1,760(税込）

小学校高学年程度、SILVER受験で正
解率80％以上の児童が対象のテストで
す。GOLDのみ読む問題が少しあります。

受験の目安：
英会話教室などで2年～3年程度学習

おすすめのUCクラス：
BK2～3, AK2～3

80分×2レッスン
教材費 ¥1,980(税込）

英検は一次試験でリーディング・リスニング・ライティング（3級以上）技能を測り、
3級以上では一次試験を通過した方のみ二次の面接式スピーキングテストを行います。解答用紙はマークシートを使います。

英語の学習を始めて最初の目標と
なる級で、レベルはおよそ中学初級
程度。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。

おすすめのUCクラス：AK3~4

80分×2レッスン
教材費 ¥1,320(税込)

英語の学習を始めて最初の目標と
なる5級の次に目指す級で、レベル
は中学中級程度。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。

おすすめのUCクラス：AK4～5

80分×3レッスン
教材費 ¥1,430(税込)

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。

おすすめのUCクラス：
AK5以上,英検クラス,PVレッスンなどそれぞれ
の級取得を目指す生徒さま

80分×1レッスン
教材費別途



≪レッスン料金（税込） + 教材費（税込）≫

■フォニックス講座

※上記授業料は、UC生/UC生の兄弟姉妹以外（一般生） の方は、20％増となります。
※別途教材をご購入いただく必要がございます。（教材費はグレード・級によって異なります）

このクラスは、フォニックスを強化したい方や、フォニックスを学習したが不安がある方、
今まで習ったことがない方に日本人講師とフォニックスを一から学習するクラスです。
こちらのクラスは春・夏・冬講習を通して、80分×3レッスンで完結するので、

1年を通して受講いただくことをおすすめします。AK1～AK3、BKクラスに在籍の方に特におすすめです。

7月2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

AK必修クラス（6レッスン）を

受講した場合 受講しない場合

80分 2,640円＋教材費 4,400円＋教材費

1回(80分)から
受講できるよ

Floppy’s Phonics Stage3 （6冊セット）

Activity Book 3 教材費 2,750円（税込）

Floppy’s Phonics Stage1 （6冊セット）

Activity Book 1 教材費 2,750円（税込）

80分

Activity Book 2 教材費 2,750円（税込）

Floppy’s Phonics Stage2 （6冊セット）

夏休み講習ではシングルフォニックスと
ブレンドフォニックスを学習します。

音を学習したあとにはアクティビティーブックで
単語のリーディングに挑戦！学習した音を使って読めるかな？


