ネイティブ
講師と

話して
聞いて
遊んで
学 ぶ

朝霧 魚住 舞子 大久保

代表 あいさつ & 指導方針
Welcome to Beans English School !!
ビーンズは 2003 年に小さな英会話スクールとして朝霧校をオープンしました。

それから、沢山の生徒や保護者の皆様、そして地域の皆様の温かいご支援をいただき、

2008 年に魚住校、2013 年には舞子校、2021 年には大久保校を開校するまでに成長しました。
今では 4 教室で、多国籍の明るいスタッフに恵まれながら、明石・神戸で愛される英会話
教室となりました。

近年、インターネットの普及などに伴い、オンラインラーニングなどテクノロジーの進化

が目覚ましいですが、それでも私たちは流行に流されない講師と生徒の直接のコミュニケー

ション（face-to-face）が最も大事だと信じています。ビーンズでは対面型式のコミュニケー
ションのスキルアップに一番力を入れています。また語学だけではなく、国際的な感覚を

Adam

身に付けるために様々な文化、考え方、ライフスタイルなどを学べる環境を提供しています。

スタッフも国際的！
いろいろな国のスタッフがサポートします。
日本のお笑いに
ハマってます。
ダウンタウンが大好き！

Oliver

Emi

Cameron

Abby

生徒さんとの
おしゃべりが大好き！
私が作る文法ゲームを
一緒にやりましょう。

たくさんの国で色々な
ことを学んできました。
日本の生活が一番最高！

ウクレレを弾きながら
英語の歌を歌ってます。

Kaster

日本の食べ物が
好きです。
辛いものも大好き！

Kris

カナダで 10 年以上
過ごしていました。
キャンプ好きなアウトドア派！

Jason
きゃりーぱみゅぱみゅが
大好き！日本の歴史や
言葉やアニメも大好き！

Rika
新しい人々との
出会いが好き。
教師という夢が叶え
られて幸せです。

異なる言語は、異なる人生のビジョンをもたらす
“A different language is a different vision of life”

Come and learn, give yourself every opportunity !!
まずは

無料 体験レッスン
いつでも 受付中
ぜひ一度本格的なのに楽しい
ビーンズイングリッシュ
スクールをお試しください !

朝霧 魚住 舞子 大久保
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Beansの
出張レッスン
ネイティブ講師や帰国子女講師が
幼稚園や保育園に出張し、レッスン
いたします。
英語の楽しさを小さい
ころから体験できます。

クラスのご 紹介
プリスクールクラス（幼稚園児・保育園児）
LL クラス （Little

Lentils）

40 分

幼稚園児・保育園児

ビーンズオリジナルのしっかりしたカリキュラムに沿って、ゲームアクティビィティー、歌、ダンス
を取り入れながら ABC・カラー・ナンバー・ファミリー・身近なフレーズ・単語などを学びます。
耳や口の柔らかい時期に、自然に英語が身に付く土台をしっかりと作っていきます。

キッズクラス ( 小学生 )

50 分

このレベルからビーンズの強力なフォニックスシステムが始まり、発音矯正をしながら読み・書き・
スピーキングのスキルを確実に身に付けていきます。
このスキルを使い自信を持って英語で本を読んだり、スピーチをしたり、海外旅行で家族のサポート
などが出来るように目指していきます。また、本格的なホームワークはこの段階から始まります。

WB クラス（White
RB クラス （Red

Beans）

小学 3〜4 年生

Beans）

BB クラス （Black

小学 1〜2 年生

Beans）

小学 5〜6 年生

ティーンエイジャークラス ( 中学生・高校生 )

50 分

学校の授業ではなかなか身に付けにくいコミニュケーションスキルを磨いていきます。
教室に入ると海外にいるような環境で皆とデイスカッションをしながら語学の他にも
外国の文化や英語の特徴を学び、子供たちが自信を持って英語を話す国際的な大人に
成長することをサポートしていきます。

SBJ クラス

（Super Beans Junior）

GR クラス （Grammar）

中学生文法

中学生
※GR クラスは SBJ クラスに追加するレッスンです。
GR クラスのみの受講はできません。

中学校になると授業のペースがとても早くなり、授業についていけない場合もあります。学校で分からなかった部分を
100% 理解できるように、日本人講師（文法スペシャリスト）がしっかり解説、サポートして、成績アップを目指します。

SBH クラス （Super

Beans Senior） 高校生

アダルトクラス
SP クラス （Split

50 分
Peas）

大人・グループ / レッスン生のパパ・ママ・祖父母さま

レッスンはフリーカンバセーションから始まり、徐々に講師が用意したトッピクスに入っていきます。日常の出来事、旅行、仕事、食べ物、
趣味、習慣、ニュースなど興味深い話題で会話の幅を広げていく事ができます。
レッスン生のパパ・ママ・祖父母さまは、特別割引料金でご案内しています。

プライベートクラス
CB クラス （Coffee

Beans）

50 分
子ども〜大人・個別

ご希望に沿った提案をいたしますのでお気軽にご相談ください。
2

小さいお子様から大人の方まで、
豊かでたくましい英語力を
Feature

英会話教室の

特徴
3

海外にいるような環境のレッスン
国際文化を楽しめるイベントも
教室に入ると語学の他にも外国の文化や英語の特徴に
ふれる時間が始まります。

単語や文法だけでなく日常英会話、旅行、仕事、食べ物、趣味、

習慣、ニュースなど興味深い話題で英会話の幅を広げることが
できます。

年齢の近い生徒さんが英語でコミュニケーションを取り合い、
講師と一緒に英語文化を楽しめるイベントも盛りだくさん！

5

レベルに応じた
しっかりしたカリキュラム
子どもの語学力アップだけでなくビジネス、日常英会話、資格取得 ( 英検・TOEFL)、

旅行英語などご希望に合わせてご提案させていただくためグループレッスンだけで
なくプライベートレッスンもございます。

6

ネイティブ講師だけでなく
日本人スタッフがいる安心感
保護者の方にも安心していただけるよう
日本人スタッフも在籍。

体験から日々の連絡までしっかり丁寧に日本語で対応します。

7

自宅で復習もできる
ビーンズ生がご自宅でも学習や復習ができるよう、
専用サイトをご用意しています。
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1

ネイティブ外国人講師からしっかり発音を学び、
日本人講師からじっくり文法を学ぶ
ネイティブオーナーとインターナショナルチームが一丸となって
英語習得をサポートしています。

自然と楽しく英語・英会話が身につくフレンドリーでアットホームな環境です。
少人数制のグループレッスンでは仲間と一緒に競い合いながら豊かで
たくましい英語力が身につきます。

2

ビーンズの自慢はクラス数の多さ！
幼児から学生・大人まで学べる
多彩なコース

小学生だけでも 3 クラスにレベル分け、学年・レベルに合わせて細かく指導。
年齢や状況にあわせて最適なカリキュラムを用意しています。
日常会話から資格取得、学校ではなかなか身につかない

コミュニケーションスキルまで習得することができます。

ン

自信をもって英語を話せる国際的な大人に成長することを
サポートします。

4

通いやすい朝霧・魚住・舞子・大久保の4校体制と
２４時間いつでも欠席や振替の予約ができる
オンラインシステム

欠席・振替予約など 24 時間対応のシステム完備。
皆さまのスケジュールに柔軟に対応する
ため月に 2 回まで振替可能。
神戸や明石から通いやすく、

4 校あるから、振替の選択肢も
多く安心です。

8

一緒に始めるとお得！
毎月のお月謝に、ご兄弟割引を適用させていただいております。
ご両親、祖父母の方々も大人グループレッスンを特別価格で
受講いただけます。
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よくある ご質問
Q
Q
Q
Q

英語はまったくの未経験ですが大丈夫でしょうか？

A

もちろん最初は先生の言っていることがわからないかもしれません。
理解できないときは先生がきちんとわかるまで説明します。個人差はありますが数か月もすると
慣れてくるのでご安心ください。

小学生高学年で未経験ですが、途中入会でみんなに付いていけますか？

A

高学年で入会される方もたくさんいらっしゃいます。慣れるまでに少し時間がかかる場合もありますが、
しっかり集中して、宿題もきっちり頑張れば大丈夫です。まずは、英語に慣れましょう。

親は英語が全くできないので、家で宿題をサポートできませんが大丈夫ですか？

A

宿題の内容はレッスンの中で説明していますので、帰宅後すぐに宿題に取り組んでいただくと、
スムーズにできます。リーディングブックはビーンズの HP から音声が聞けるので、
お子様お一人で練習できます。

英検対策はありますか？

A

年長クラス以上では、毎年英検月間として英検の問題を紹介するレッスンを行っています。
実際の問題を使ったミニテストも行ないます。また、通常レッスンでも、リーディングブックを修了
した後は、英検のテキストブックに取り組みます。２次試験の面接対策もしています。

みんなの
ビーンズライフ

遊びも学びも一
生懸命！
遊びを通じて、
外国人
講師と距離が近
くなる。

教室での授業だけでなく、キャンプや
イベントや海外交流もたくさん。
遊びも学びも一生懸命だから、
ビーンズは楽しい！

ハロウィンも本格的！
今年は何になろうかなぁ。

英語って楽しい！と夢中に
なれる工夫がたくさん。
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スクール 生の ご紹介
ビーンズを始めた理由、
年齢はさまざま。
たくさんのお友達が英語ライフを楽しんでいます！

在校生

在校生

※学年・ビーンズ歴は掲載時

卒業生

トライやる・ウィーク奮闘中
トライやる・ウィーク奮闘中

Futaくん（小4）

3歳から7年

耳が慣れたのか、英文の聞き取りや英単
語の発音はできていると思います。
始めは楽しい習い事でしたが、最近は学
校で英語の授業もあり、授業内容も理解
できるので意欲的に発表しているそう
です。みんなに褒められたのが自信につ
ながっているようです。

（保護者様より）

Riko さん（中3）

小5から4年

ビーンズに通い始めてから、外国に興味
を持つようになり、自分の意見を持つこ
とができ、またそれを相手に伝えるよう
になりました。
ビーンズの講師の方に慣れているため、
中学校の ALT（外国語指導助手）の先生
に自分から進んで話しかけています。
海外で子供達に日本語を教える教室を
作ることが私の夢です。

Emma Nishioka さん

6歳から9年

ビーンズでは先生に限らずスタッフさん全員が英語でたくさん話しかけ
てくれるので、気付けば理解できるようになっていました。
通い始めたころは、夢や目標があったわけではありませんが、ビーンズで
英語を学ぶきっかけができたことは、私の人生に大きく影響しています。
海外のお友達ができ、文化の違いを知り、考え方の幅が広がりました。
将来は留学会社に勤め、より多くの子供達を海外に送り出し、私がしたよ
うに海外で様々な経験をさせてあげたいと考えています。
●兵庫県高校生英語ディベートコンテスト優勝
●英検準一級
●ディベート新人全国大会 ( 若葉カップ 2018) チーム 5 位、個人 5 位 ●TOEIC935

学ぶ姿がかわいいのは、
一生懸命になれるから！
フィリピンの子どもたちと
友達になりました。
！
人気者になってうれしいな
スリル満点のラフティング
体験中も活きた英語の
シャワーを浴びます！

と
クラスが多いから、同年代
適正人数での授業。
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大蔵谷
IC

21

長坂寺西

あさぎり病院

大蔵谷駅 山陽本線

JR 神戸線

魚住駅

ローソン
JR 神戸線

2

コープ

朝霧小学校

明高下

長坂寺

淡路信用金庫

大蔵中学校

ダンマルシェ

379

新幹線

明石高専

朝霧駅

西江井ヶ島北

250

朝霧校

魚住校

〒673-0852 明石市朝霧台 3783-170

〒674-0081 明石市魚住町錦が丘 3-9-7
魚住ビル 1F&2F

※あさぎり病院の並び
石窯パン工房ダンマルシェさんの横

※JR 魚住駅からすぐ

P 送迎用ドライブスルー駐車場あり

P 送迎用一時利用駐車場あり

駐輪場あり

駐輪場あり

オリックスレンタカー
西舞子小学校

星鈴ピエニ大久保園

舞子小学校前

舞子小学校

セブンイレブン

ケーヨーデイツ

王将

148

ダイエー

JR 神

戸線

山陽

カメラのキタムラ

山手小学校

21

本線

487

舞子

駅

舞子

駅

舞子公園駅

2

大池東

国道大久保

大久保駅

舞子校

大久保校

〒655-0048 神戸市垂水区西舞子 2-14-17

〒674-0051 明石市大久保町大窪 1573-7

※舞子小学校正門前
P 駐車場なし
駐輪場あり

※山手小学校の並び、星鈴ピエニ大久保園さんの横
P 体験者様専用駐車場のみ
駐輪場あり

https://www.beans-english.com

朝霧校・魚住校・舞子校・大久保校

078-946-7267
ビーンズでは安心して英語を勉強していただくために
しっかりとした新型コロナウイルス感染症対策を実施しています

