
■ 毎週月曜日～土曜日
9：00～20：00
 （月曜日は9：00～19：30）
■ 日曜日と祝日・GW・お盆・
年末年始は休講

● ●　●　●　●

〒461-0004
名古屋市東区葵1-12-23

ホームページ
http://st-mary-nunoike.com
メールアドレス
info@st-mary-college.com

（052）935-6113

語学・音楽・趣味・教養など、誰もが楽しく学べる心のひろば

布池文化センター
語学・音楽・趣味・教養など、誰もが楽しく学べる心のひろば

布池文化センター
Information

緑に囲まれた都心の静かな学習環境で、語学・音楽・趣味等を深く楽しみ味わってください。

◆ 布池外語専門学校の御案内　　◆

◆　　布池文化センターの語学教室　　◆

公共交通機関にておいで下さいますようお願いします。

布池外語専門学校
布池文化センター
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★クリスマス異文化体験・
短期留学ホームスティ
★クリスマス異文化体験・
短期留学ホームスティ

★ 布池外語専門学校　願書受付中！ ★★ 布池外語専門学校　願書受付中！ ★ ★ 第32回 英語教師のための
　英語リフレッシャーコース ★
★ 第32回 英語教師のための
　英語リフレッシャーコース ★

◎貸しホール ◎防音設備付きグランドピアノ室 ◎会議室有り◎貸しホール ◎防音設備付きグランドピアノ室 ◎会議室有り

12月20日（水）～
12月30日（土）

★高校生対象 1日体験英語学習プログラム

◎アメリカのファミリーとクリスマス体験
◎アメリカ大学見学と観光

ネイティブ講師レッスン50分+日本人講師補講
レッスン30分、英語の理解がより深まります。ネ
イティブとの会話が更に楽しくなります！

その他の外国語

ネイティブ、又は
日本人講師が
学習目的に合わせて
レッスンを行います。

布池文化センター　こども英会話 検 索で イタリア語、スペイン語、フランス語、
ドイツ語、中国語、韓国語など

講師と 1対 1で、ご都合のよい時間に
レッスンを受講できます。

英語の勉強方法、留学などの個人面談
（要予約）も承っております。

～小学生・中学生・高校生・一般～～小学生・中学生・高校生・一般～

英語プライベートレッスン英語プライベートレッスン

※各クラスのスケジュール詳細は裏面をご参照下さい。 詳しくは052-935-6113までお問い合わせください。

ポートランド（OR）、ロサンゼルス（LA）、
ディズニーランド（LA）

英語は好きだけど、ネイティブとの会話は自信がない・将来、留学を
したい！世界で通用する英語を学びたい！…
そんな高校生におススメの1日英語体験学習プログラムです。
名古屋で1Day海外留学体験！授業は全てネイティブ講師、オール
イングリッシュで行います。

英語教育に関わる方対象のネイティブ講
師による英語教授法授業
☆授業はオールイングリッシュで行います。

内容：英会話・Variety Hour・Pop Culture  etc..

要予約・無料

★日本人講師によるこども英会話レッスン★
～30分補講レッスン～

★日本人講師によるこども英会話レッスン★
～30分補講レッスン～ 3才から小・中・高校生、英検合格を目指す方に

日本人の親切丁寧な授業で英検Jr.から英検準
1級まで対応可能です。（個別でも対応可）

★こども英検対策★★こども英検対策★

名古屋にいながら海外留学並の英語環境

2017年1月21日（土）・2月18日（土）・
3月4日（土）・3月25日（土）

旅行・ビジネス・医学・受検・進学準備・留学・
英検・TOEFL・TOEIC など、
実用的な英会話を楽しくマスター！

2017年3月23日（木） 午後1時～4時

2017年3月22日（水）
◎少人数でネイティブスピーカーから学ぶ英語専門校（留学・会話・英語）
◎アカデミックな英語で内容を学ぶコースから基本的な英文法・英会話迄
◎海外大学・日本の大学への3年編入・英語キャリアを目指すコース有り
◎専門学校で学びながら、短大卒の資格もとれる短大併修プログラム有り
◎J-SHINE小学校英語指導者資格取得コース有り
◎高卒・社会人入学／特待生入学システム有り
◎入学願書受付中

★オープンキャンパス

※時間はいずれも午後1時30分～
4時30分《個人相談随時：要予約》

○おかあさんといっしょに英語○

○幼児3才～未就学児童○ 

1才以上～3才未満対象

★グループレッスン形式で学べる、英語体験教室★

説明会：11：15～11：30　モデルレッスン：11:35～12:00

日程：1/28、2/4、2/18、3/4、3/25（Sat） 

モデルレッスン：11：00～11：25　説明会：11:30～12:00

説明会：11:00～11:25　モデルレッスン：11：30～11：55

モデルレッスン：11：00～11：25　説明会：11:30～12:00

○小学校低学年○

○小学校高学年○

体験入学

日程：1/26、2/9、2/23、3/2、3/9（Thu）

こども
英会話

※中学生・高校生は、個別に面接相談
　させて頂きます（要予約）

●語学の講座 毎週1回が原則 ホームページ http://www.st-mary-college.com

講座名 曜日と日程 講座の内容 講師 教材費講座料

いつでも
入会できます。

1

布池外語専門学校
ネイティブ講師

布池外語専門学校
ネイティブ講師
日本人講師

布池外語専門学校
日本人講師

布池外語専門学校
日本人講師

土 14:00～14:50

毎回1,080円【入会金不要】

【ネイティブ講師】1レッスン7,560円
【日本人講師】1レッスン5,400円
【施設費】216円 
【入会金】16,200円

1レッスン5,400円
【施設費】216円
【入会金】16,200円

場面を設定して、英会話を学ぶ普通のスキット練習以外に、生活に
密着した英会話のクラスです。1回単位でレッスンに参加できるの
も魅力のひとつです。

土 16:00～16:50

土 15:00～15:50

英会話（中級）
Step-Upコース

水 14:00～14:50

水 14:00～15:50英会話
（上級）［AC4］

中学生、高校生、大学生、一般社会人の方等、多様な個々人のニーズに応じて、日本人
講師中心（月2～3回）のレッスンを月1～2回、ネイティブスピーカーのレッスンに授
業内容を変える事ができます。スピーキング、リスニング、ライティングはネイティ
ブスピーカーから、学校の英語の授業で分からなかった所の補習、勉強方法、受験準
備、英検、TOEIC、TOEFL、ライティングの初歩は日本人講師からをお薦めします。

もう一度英語をやり直したい、まったく英語をしてこなかったので何とか始めたい、
と考えておられるシニアの方にお薦めです。ご自分のなさりたい内容(英検･基礎の
英語・文法、シニア留学準備・リーディング・スピーキング等)を日本人、または、ネイ
ティブスピーカーで、やさしく丁寧に指導します。

1ヵ月 9,000円
【入会金】16,200円

5か月（20回）86,400円
その他6,480円
【入会金】16,200円

実費

キリスト教入門講座は、人生を深く見つめ直したい方、聖書を学びたい方、カトリックの信仰を知りたい方のために、「身近かな問題、生きる事、愛
する事、人生の諸問題」をどのようにかんがえるか、その意味、人間のあり方等を、聖書のメッセージ等を通して、学びます。 キリスト教になるつも
りでなくても、キリスト教の本質を学んでみたい方は、約１年間の講座でキリスト教の基本的な教えの全体を学べます。キリスト教の予備知識も
受講料も必要ありません。授業は、講師と受講者のご希望に合わせて組まさせて頂きますので、事務局にお尋ね下さい。指導：寺田正親神父

映画やビデオなどの映像を通して、キリスト教的な考え方や生き方を学びます。月に1回の授業ですが、1回だけのご参加でも、継続的なご参加で
も結構です。ご一緒にビデオを見て、お話し合いをします。 指導：寺田正親神父（布池外語専門学校校長・布池文化センター理事長・イタリア・ロー
マ・ウルバノ大学／大学院卒）   原則として、毎月第一金曜日（参加ご希望者は、お電話で、ご予約下さい）

英会話を外国人から学ぶ少人数グループレッスンコース。少し英会
話の経験がある方が対象です。様々なトピックを使った会話を学び
ます。

英会話を外国人から学ぶ、上級レベルの少グループレッスンです。
新聞や雑誌などから、様々なトピックについてディスカッションを
します。

8レッスン（4回分）43,200円 
【施設費】1,728円
【入会金】16,200円

3,500円～
5,000円
くらいまで

名古屋でいち早くイタリア語コースを始めた指導歴の長い日本人
講師から、イタリア語の文法をしっかりと学びマスターする、プラ
イベートレッスンの講座です。1回2レッスンとして受講ください。

曜日・時間について
はご相談下さいイタリア語文法

中学生英会話
こども英会話

キリスト教入門
講座のご案内

映像を通して学ぶ、
キリスト教的
考え方

1クラス3～7人の少人数制
で、「英語を楽しく学ぶ！」を
モットーとし、すでに43年の
実績があります。教室では、
音楽やゲームを使ったアク
ティビティや、四季折々のイ
ベントも行い、子供達が自然
に楽しく英語が身につく環
境となっています。授業は、
ネイティブスピーカーが行
ないます。小学校の高学年か
らは、経験豊富な日本人講師
による、中学での英語の準備
クラスもありますので、ご希
望される方はご相談くださ
い。また、個人レッスンで、お
子様に一人一人に合わせて
学ぶシステムもあります。

布池外語専門学校
ネイティブ講師
日本人講師

プライベートレッスン
ドイツ語・フランス語・
タイ語・中国語・
ポルトガル語・韓国語・
タガログ語・日本語・
トルコ語・ロシア語・
アラビア語など

小学・中学・高校・他学生・一般・社会人ご自分のご都合に合わせて、受
験、日常会話、ビジネス等、必要な内容でレッスンプランできます。
1レッスン（50分）。

月～金 10:00～20:00

土 10:00～19:50

1レッスン7,560円
【施設費】216円
【入会金】27,000円
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英会話
プライベートレッスン

布池外語専門学校
ネイティブ講師

ミックス
個人レッスン

シニアのための
やさしい英語
(個人レッスン)

布池外語専門学校
ネイティブ講師

《こども英会話》
●50分クラス
　【毎　月】6,695円
　【施設費】515円
　【入会金】8,240円

《中高生英会話》
●中学1・2・3年  高校生  各クラス
土曜日17：00～17：50
　（中学2年16：00～16：50）
　【毎　月】8,240円
　【施設費】515円
　【入会金】8,240円

《日本人補講クラス》
ネイティブグループレッスン前後
●30分（現会員のかた）
　【毎　月】2,160円

《日本人英検対策クラス》>
●50分レッスン
土曜日3時～5時
　（級によって分かれます）
　【毎　月】8,240円

対　象 講　師

ネイティブ
スピーカー

曜日 時　間クラス

個人レッスンの一番の利点は、受講生のご都合に合わせて、受講生
が今一番必要と考えておられるレッスンを組み立てる事が出来る
点にあります。1レッスンは50分。1回2レッスン受講。

月～金 10:00～20:00

土 10:00～17:50

1レッスン7,560円
【施設費】216円
【入会金】27,000円

BABY (30分レッスン)
HIPPOS
PUPPIES
BEARS
SHARKS
DOLPHINS
LIONS
ZEBRAS
CHICKS
COLTS
KOALAS
KITTENS
RABBITS
PANDAS
中学1～2年
中学2～3年
高校生

幼児2～3才未満　初心者
幼児3～6才　初心者
幼児3～6才　初心者
幼児3～6才　初心者／経験者
小学生低中　経験者
小学生中高　経験者
小学生中高　初心者
小学生中高　初心者／経験者
小学生低中　経験者
小学生中高　初心者／経験者
小学生低中　経験者
小学生低中　初心者／経験者
小学生中高　初心者／経験者
小学生中高　経験者
中学生　初心者／経験者
中学生　経験者
高校生　初心者／経験者

木
火
土
土
火
火
火
水
木
木
木
土
土
土
土
土
土

11：00～11：30
4：00～ 4：50
11：00～11：50
10：00～10：50
4：15～ 5：05
5：15～ 6：05
5：15～ 6：05
5：20～ 6：10
4：00～ 4：50
4：10～ 5：00
5：00～ 5：50
10：00～10：50
10：00～10：50
1：00～ 1：50
5：00～ 5：50
4：00～ 4：50
5：00～ 5：50

アクティブ･イングリッシュ
（中級）

アクティブ･イングリッシュ
(初級)

アクティブ･イングリッシュ
(中上級)

右記のクラスは
2017年3月までの
ものです。
2017年4月からの
クラスについては
お問い合わせくだ
さい。
（途中入会可）
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