
紹介していただいた方ともに、授業料から1,000 円割引 

  

＊生徒さんのご紹介でご入学されると、入学された方、 

①入学金無料！ 
   (通常10,800円) 

4月開講・201６年度生募集！今ならおトクな割引特典があります！ 

平日  3/12（土） 

新年少 

新年中・長 2/15(月)14:00-14:30   9：30-10：00 

小1~3年生 
（初心者） 

3/ 7 (木)16：30-17：00 10：15-10：45 

小1~3年生 
（経験者） 

2/15(月)16：30-17：00 
3/ 7 (月)17：15-17：45 

11：00-11：30 

小4~6年生 
（初心者） 

2/15  (月)17：15-17：45 
3/ 7  (月)18：00-18：30 

11：45-12：15 

小4~6年生 
（経験者） 

2/15(月)18：00-18：30 12：30-13：00 

宇都宮YMCA 
TEL: 028-624-2542 

〒320-0041  
宇都宮市松原2-7-42 
（さくらんぼ幼稚園本館内） 

【受付時間】 

月・水・金：11:00-20:00 
  火・木：12:00-21:00 
 

ＹＭＣＡイングリッシュは語学教育を通して、地球市民を育
てます。ボーダーレス社会で役立つ、実用的な語学力を養い、
様々なイベントやプログラムを通して、多様性と違いを受け
入れるこころを大切にし、世界の人々との対話を深め、共に
生きることを目指します。 

YMCA STEPS 

  幼児・小学生 
コミュニケーションの
ツールとなる語学力を身
につけます。語学力の上
達に必要な、「話せるよ
うになりたい」「英語が
すき」という気持ちを育
てることを大切にしなが
ら、日常生活に必要な基
本英会話を学びます。 

 
・デイキャンプ 
・特別レッスン 
・イベント 
・海外キャンプ 

STEP 1   

  
STEP 2 

STEP 3 

中・高生 
自分で文を作ることがで
き、意見交換ができるこ
とを目標にします。また、 
ＹＭＣＡ国際プログラム
やイベントなどへの参加
を通して、多様性を受け
入れ地球市民としての第
一歩を目指します。 

 
・ECGL(English    
  Camp for Global    
  Leadership) 
・開発教育 
   ワークショップ 
・フィリピン交流 
      キャンプ 

大学生・成人 

自分のために習ってきた
英会話を人のために使う
ことを目指します。 
 

・地球市民育成 
     プロジェクト 
・フィリピン交流 
       キャンプ 
・海外ボランティア   

アメリカの中高校生と 
1泊2日キャンプ 

ECGLでの 
プレゼンテーション 

フィリピンキャンプで
折り紙を教える様子 

地球市民プロジェクト  
夏期研修 

宇都宮東YMCA 

TEL: 028-661-7451 

2/29（月）・3/14（月） 2/20（土）・3/19（土） 

1歳半～3歳 
＋保護者 

14：30-15：00 10：00-10：30 

新幼稚園児 15：30-16：00  11：00-11：30 

新小1~3 
（初心者） 

16：30-17：00 13：00-13：30 

新小1~3 
（経験者） 

17：30-18：00 14：00-14：30 

新小4~6 
（初心者） 

18：30-19：00 15：00-15：30 

新小4~6 
（経験者） 

19：15-19：45 15：45-16：15 

      月：15:30-19:30 
火～金：13:00-21:00 

【受付時間】 

〒321-0942 
宇都宮市峰4-21-14 

  各YMCAにて 無 料 体 験 レ ッ ス ン 受 付 中 ！          

     無料体験レッスンのお申込みは、お電話またはWebから   

②お友だち割*：1,000円 OFF 

体験日 

体験日 

対象クラス 

 

対象クラス 体験日 

新年少 2/29（月）1日入園後 11:20-11:40/11:50-12:10  

3/12（土）9:30－10:00 

新年中・長 2/15（月）14:00－14:30  3/4 （金）14:00－14:30 

3/7 （月）14:00－14:30   3/12（土）10:15－10:45 

新小１～３ 

（初心者） 

2/15（月）15:00－15:30 2/26（金）14:00－14:30 

3/7 （月）16:30－17:00  3/12（土）11:00－11:30 

新小１～３ 

（経験者） 

2/15（月）16:30－17:00  3/7 （月）17:15－17:45 

3/12（土）13:00－13:30 

新小 4～6 

（初心者） 

2/15（月）17:15－17:45   3/7（月）18:00－18:30 

3/12（土）13:45－14:15 

新小 4～6 

（経験者） 

2/15（月）18:00－18:30  

3/12（土）14:30－15:00 



英語力をつけるためのレッスン★充実のコース！  

♪生徒さんの声♪ 

  
 
 
 
 
 

                                     

英語で楽しむ 
プログラムも   

充実！ 

 日本にいるのに、たくさんのアメリカ人
のお兄さん・お姉さんとふざけっこをして遊
んだり、おやつを食べながらおしゃべりでき
て、楽しかったです。 
 英語をはなす時、みんな相手の目をよく
見ながら話をしています。ちょっとくすぐった
いような気がしてはずかしかったけど、考え
ていることを伝え合うためには大切なんだ
なと思いました。 
 学校のことや自分の好きなことや物な
どをいっぱいおしゃべりできるように、もっと
単語をたくさんおぼえようとおもいました。 

 

公益財団法人 とちぎYMCA 
■宇都宮YMCA    〒320-0041 宇都宮市松原2-7-42  TEL: 028-624-2542  FAX : 028-624-2489 

■宇都宮東YMCA 〒321-0942 宇都宮市峰4-21-14 TEL & FAX : 028-661-7451 

クラス 概要 

Mom&Me 
（親子クラス） 

未就園児（1歳半以上）と保護者の親子クラスです。
実用的な表現や単語を歌やアクティビティ、クラフト
を通して楽しく吸収します。お家に帰ってからもしっ
かりと使うことができます。 

1st Step 
（英語×保育クラス） 

未就園児（2歳以上）のクラスです。外で思いっきり
遊んだあとは、日常生活を英語でチャレンジします。
おやつタイムや、歌、クラフトをしながらたくさんの
英語に触れることができます。 

幼児クラス 
音に対して敏感なこの時期に、歌やチャンツ、ゲーム
をしながらネイティブの音を身につけていきます。 

小学生クラス 
学年だけでなく、経験・習得状況に合わせて細かく 
レベル分けし、フォニックスや、身近な会話表現力を
身につけます。 

帰国子女クラス 
会話力を落とさないことを目標に、単語力、文法力の
強化をめざします。 

中高生クラス 
学校で学ぶ英語を活かしながら会話を中心に文法や 
語彙力等、バランスよく学んでいきます。 

成人クラス 
初級・中級・上級クラスに分かれます。60分・90分
平日の昼間・夜・土曜日などその方のライフスタイル
に合うクラスが選べます。 

  M o m & M e  クラスの      
    特別割引  
201８年度に年少になる方は、 
201６年度の授業料が半額です。 
英会話の習得にはある程度の時間が
必要です。YMCAで長く学んでいた
だける方のサポート企画として、
M&Mクラスの生徒さんで年少さん
の2年前の学年の方は201６年度の
授業料が半額になります。 

 

アメリカの中高生との 
Englishキャンプ！ 

英語の先生と 
ぐんまこどもの国へ！ 

アメリカの中高生が 
英語のクラスに！ 

1st ステップ 
     クラス 

楽しいハロウィンレッスン♪ 

 
  私は、小学生のころからＹＭＣＡで英会話をやっています。とても面
白く、そしてわかりやすく教えてくれるので、やっていくうちに英語を
学ぶことがだんだん楽しくなってきました。会話を楽しむという感じ
で、明るい雰囲気の中英語を学べるところは、ＹＭＣＡのいいところ
だと思います。学校の英語の授業でも、この英会話のおかげで先生
の言っていることや授業の内容をすぐ理解することができています。 
 学校の授業とは違って、ＹＭＣＡは実際に外国人の先生とレッス
ンができるので、発音などが自然と身につきます。私も英会話をやり 

始めたころと比べると、かなり上達していると思います。そのおかげで、学校の英語の先生から
「発音いいね！」とほめられました。その時改めて、ＹＭＣＡで英会話をやっていてよかったなと思
いました。なので、これからも続けていきたいです。 


