
※英語・数学それぞれ２種類ずつ、最大４講座まで受講可。いくつ受講して頂いても無料です。
※日時等は変更になることがあります。ご了承ください。

★必ず上記受講ご希望講座の□にチェックを入れてFAX送信又はご持参下さい。

参加希望の方は、上記必要事項を記入の上、本用紙をスタディ・コラボ事務局（FAX078-413-5847）まで送信してください。折り返しご連絡申し上げます。

スタディ・コラボ事務局確認欄　　　　　　　　　　　　備考欄
□受け付けました。 事務局印

ふりがな：

ご住所

生徒氏名

学校名

ご兄弟姉妹がいらっしゃる場合
差支えなければご記入下さい。

中学 コース新１年 小学校卒業

保護者氏名

ご連絡先 TEL：

お名前： 学校： 学年：ふりがな：

印

FAX 【□同左】：

郵便番号：〒

※英語・数学それぞれ２種類ずつ、最大４講座まで受講可。いくつ受講して頂いても無料です。
※日時等は変更になることがあります。ご了承ください。

★必ず上記受講ご希望講座の□にチェックを入れてFAX送信又はご持参下さい。

参加希望の方は、上記必要事項を記入の上、本用紙をスタディ・コラボ事務局（FAX078-413-5847）まで送信してください。折り返しご連絡申し上げます。

スタディ・コラボ事務局確認欄　　　　　　　　　　　　備考欄
□受け付けました。 事務局印

ふりがな：

ご住所

生徒氏名

学校名

ご兄弟姉妹がいらっしゃる場合
差支えなければご記入下さい。

中学 コース新１年 小学校卒業

保護者氏名

ご連絡先 TEL：

お名前： 学校： 学年：ふりがな：

印

FAX 【□同左】：

郵便番号：〒

講座名 講座番号 申請 開講日程 開講時間 校舎

わくわく数学［発展］① 58 □ 1月27日（日） 13:00－13:50 岡本本校

わくわく英語［発音に慣れる50分］① 59 □ 1月27日（日） 14:00－14:50 岡本本校

わくわく数学［標準］① 60 □ 1月27日（日） 15:00－15:50 岡本本校

わくわく数学［発展］② 61 □ 2月3日（日） 13:00－13:50 岡本本校

わくわく英語［発音に慣れる50分］② 62 □ 2月3日（日） 14:00－14:50 岡本本校

わくわく数学［標準］② 63 □ 2月3日（日） 15:00－15:50 岡本本校

わくわく数学［発展］③ 64 □ 2月10日（日） 13:00－13:50 岡本本校

わくわく英語［発音に慣れる50分］③ 65 □ 2月10日（日） 14:00－14:50 岡本本校

わくわく数学［標準］③ 66 □ 2月10日（日） 15:00－15:50 岡本本校

わくわく数学［発展］④ 67 □ 2月17日（日） 13:00－13:50 岡本本校

わくわく英語［発音に慣れる50分］④ 68 □ 2月17日（日） 14:00－14:50 岡本本校

わくわく数学［標準］④ 69 □ 2月17日（日） 15:00－15:50 岡本本校

わくわく数学［発展］⑤ 70 □ 2月24日（日） 13:00－13:50 岡本本校

わくわく英語［発音に慣れる50分］⑤ 71 □ 2月24日（日） 14:00－14:50 岡本本校

わくわく数学［標準］⑤ 72 □ 2月24日（日） 15:00－15:50 岡本本校

わくわく数学［発展］⑥ 73 □ 3月3日（日） 14:00－14:50 岡本本校

わくわく英語［発音に慣れる50分］⑥ 74 □ 3月3日（日） 13:00－13:50 岡本本校

わくわく数学［標準］⑥ 75 □ 3月3日（日） 15:00－15:50 岡本本校

わくわく数学［発展］⑦ 76 □ 3月10日（日） 13:00－13:50 岡本本校

わくわく英語［発音に慣れる50分］⑦ 77 □ 3月10日（日） 14:00－14:50 岡本本校

わくわく数学［標準］⑦ 78 □ 3月10日（日） 15:00－15:50 岡本本校

英　語 わくわく英語［発音に慣れる50分］
"rain" の読み方は分かりますか ?「レイン」ですね。なぜ「ライン」じゃないのでしょうか。
この謎を解明する、スペリングの魔法を伝授します。

数　学

わくわく数学（発展編）［平方根の世界］
電卓にある謎の記号『√』。実は中学数学では当たり前のように使います。『√』の謎を解き明
かします。

わくわく数学（標準編）［〇〇算と方程式］
算数で細かくわかれている◯◯算。そのほとんどが方程式一つで解決できてしまうって画期的
じゃないですか？

わくわく講座（無料体験講座）申請書

※ 英語は「発音に慣れる 50 分」の 1 種類、数学は「標準編」と「発展編」の 2 種類用意しています。
※ 日時等は変更になることがあります。ご了承ください。

受講希望の方は、上記必要事項を記入の上、本用紙を岡本本校事務局（FAX078-413-5847）まで送信してください。
折り返しご連絡申し上げます。

岡本本校事務局確認欄

コラボ在籍生のご兄弟がい
らっしゃればご記入ください。 お名前： 学校： 学年：
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英語特別講座（無料体験講座）申請書
① 乾代表による Go ＝「行く」⇒ ???　～一語一訳主義からの脱却～

　英語学習において最重要事項の一つが語彙の習得です。しかしながら、発音・アクセントと同じく、語彙の習得にかけられる
時間は限定的です。結果として、go=「行く」と言った一語一訳主義が跋扈し、「晩御飯が出来たよ」「行くよ」を英語にした場
合に "Dinner is ready." " I'm going." と書く生徒が大量に生み出されるのです。（正解は coming）。本講座では、難解な用語は
一切使いません。英語を本格的に学習していく最初の段階で、正しい一歩を踏み出してもらい、言葉一つひとつが持つ豊かなイ
メージを感じ取る授業構成です。英語学習の土台である英単語を楽しく学ぶきっかけとなれば幸いです。

② 正しい発音を目指して発音記号の達人！
　突然ですが、以下の問題にチャレンジしてください。意外と難しいですよ。

次の発音記号をもとに、英単語を記しなさい。
⑴　stjúːdnt ⑵　kǽt ⑶　kʌ't ⑷　θə'ːrzdei ⑸　díkʃənèri
⑹　ʌ'ŋkl ⑺　lóu ⑻　húː ⑼　tʃíldrən ⑽　júərz

　英語４技能「Listening・Speaking・Reading・Writing」への意識が年々高まっています。その中で、スタディ・コラボで
は英語学習の一つとして、発音記号を正しく理解することを指導の一環としています。中学準備講座の特別講座の一つとして、

「発音記号の読み方」（Jones 式発音記号）を開講します。Jones 式を採用していない神戸女学院の生徒さまも受講可能です。
　電子辞書やスマートフォン、タブレット、パソコンで語句を調べる際には、発音記号と実際の発音を確認する学習の習慣をつ
けましょう。
※ Jones 式発音記号とは、日本独自の発音記号のこと。日本の辞書・参考書などで採用されています。世界的に見れば、国際音声記号（IPA）

が広く用いられています。

グローバル化が進展する中で、国際共通語である英語力の向上は日本の将来にとって極めて重要であることは論を待ちま
せん。特に、生涯にわたり「聞く」「読む」「話す」「書く」の 4 技能を積極的に使えるようになる英語力を持った人材を育
てることは、教育界・実業界をはじめとした社会全般の課題でもあります。 文部科学省 Web サイトより抜粋

上記解答　⑴ student　⑵ cat　⑶ cut　⑷ Thursday　⑸ dictionary　⑹ uncle　⑺ low　⑻ who　⑼ children　⑽ yours

申請欄 講座名 日程 校舎（定員）

□ 【英語特別講座①】
乾代表によるGo＝「行く」⇒ ???　～一語一訳主義からの脱却～

3月 31 日（日）
12:00 ～ 13:00

西宮本校
（20 名）

□ 【英語特別講座②】
正しい発音を目指して発音記号の達人！

4月 3日（水）
12:00 ～ 13:00

西宮本校
（20 名）

★上記受講ご希望講座の□にチェックを入れてFAX送信（078-413-5847）又は岡本本校にご持参下さい。
◆申込受付◆　3 月 1 日㈮ 13：00 ～受付開始

生徒氏名 学校 保護者印 コラボ使用欄

コース

ご住所
〒	 お電話番号　　　（　　　　　）

	 FAX番号　　　			（　　　　　）

・準備講座申請書か、わくわく講座申請書にご住所を記載頂いている方は重複記載は不要です。
・お知り合いの方で特別講座への参加を希望される方がいらっしゃる場合は座席に余裕がある限り受けつけさせていただきます。

その際には事務局（TEL：078-413-5846）までご連絡ください。

コラボ在籍生のご兄弟が
いらっしゃればご記入ください。 お名前： 学校： 学年：


