
一度はスクエア英語を体験してみて下さい !!

スクエアの教授法・クラス運営法・お子様の
関心度や対応力を確認できるとても良い
チャンスです。ご父母の方の参観も可能で
す。お気軽にご参加下さい。少人数制です。
早割特典や無料クラス［2月・3月］のご利
用がお勧めです。お問い合わせ、お申し込
みはお早めに！

受付中無料体験レッスン♪
❶楽しい英語 ❷基礎英語対象  新小１～小４ 対象  新小5～中1

感染予防、皆様の安全、安心を最優先させていただくため、時期や状況に応じて下記A、B、Cの
いずれかの方法にて体験レッスンを実施する予定です。予めご了承下さい。

A来校による体験レッスン　B来校&オンライン同時併行の体験レッスン　Cオンライン（Zoom）のみでの体験レッスン

★日程が不都合な方は個別での説明も可能です。お気軽にご相談下さい。
　また詳細に関しては、お電話 or スクエアホームページでご確認下さい。

小４・５・６年、中１が
英才教育の一番大切な時期
小４・５・６年、中１が
英才教育の一番大切な時期
イングリッシュ・スクエアは実社会で本当に評価されるバランスのとれた英語４技能≪読む・書く・聴く・話す≫の徹底指導を行っています。
『正確さとスピード』を意識した同時通訳的訓練と活気あるクラス運営がスクエア教授法の特徴です。小４～中１は英語４技能の本格的指導と大量学習が十分
可能な時期であり、スクエアの早期英語教育の成果が実証される時期でもあります。スクエアは生徒の個性を大切にしながら生きた英語学習の本当
の楽しさを教えます。スクエア英語は一味違います。英語を大得意にするため、トップレベルの英語学習にチャレンジして下さい。

スクエア生 英検合格者

小学生・中学生の伸びは驚異的！

７ヶ月～
10ヶ月

10ヶ月～
15ヶ月

15ヶ月～
19ヶ月

19ヶ月～
31ヶ月

27ヶ月～

短期間で驚異的な早期英検取得！！
『基礎英語』よりスタートした合格時期

英検
５級

英検
４級

英検
３級

英検
２級英検

準２級
中１修了程度

中２修了程度
中学修了程度

高校中級程度
高校修了程度

中学校の英語成績も抜群！
90％以上の生徒が最優秀【評価５】または

優秀【評価４】を取得！

スクエア英語の大きな違い！

スクエア生年間特典のご紹介　～最良の英語学習環境とトータルケアを目指します～

1.
2.
3.
4.
5.

先生の教え方が違います。
授業の迫力とスピードが違います。
生徒ケアシステムと熱意が違います。
生徒の意欲と頑張りが違います。
だから英語の伸びがとても違います。

訓練方式採用

無料で下記のA～Hのご利用が可能です。英語が大好きで、“自信の持てる特別な科目”にするために、そして学校テスト・英検・入試（高校・大学）・
大学共通テスト等で優秀な成績を得るために学年やレベルに応じて“スクエア独自の年間特典（無料）”を積極的にご利用下さい。

無料

外国人の先生等と楽しく英語を学ぶクラスです。英語の『聴く・話す』のコミュニケーション能力をさら
に高めます。学年やレベルに応じてクラスが分かれています。
レベル分類⇒❶小学生低学年　❷小学生高学年　❸中学生　❹高校生

外国人の先生等と楽しく英語を学ぶクラスです。英語の『聴く・話す』のコミュニケーション能力をさら
に高めます。学年やレベルに応じてクラスが分かれています。
レベル分類⇒❶小学生低学年　❷小学生高学年　❸中学生　❹高校生

英検２次面接への対応力を高め、高得点を得るためのレベル別運営です。
レベル分類⇒❶３級　❷準２級　❸２級　❹準１級

大学共通テスト等のリスニング練習。

年間特典の紹介 

英会話オプション

英検２次面接対策

リスニング練習

小学生～高校生

英検取得希望者

高校生

●C

●E

英検５・４・３・準２・２・準１級レベルのリスニング練習英検リスニング練習 小学生～高校生

スクエア作成の英文和文参照教材を利用し、前回学習箇所の『和文↔英文』の口答発表。和文↔英文　口答チェック 基礎～最水●H

●D

●B
欠席日補講、弱点補強（文法・英文和訳・英文転換・センスグループの判断等）、英検対策、学校の中
間・期末テスト対策、担当講師からの依頼内容・再テスト実施等、事情に応じて親身な個別的生徒ケア
を行います。

前回クラスで学習した単語や英文をスクエアノートに記入し、『記入した英文』と『英語音読』の個別
チェック１対１をうけ、正しく英語を書く力とナチュラルスピードでの音読能力を養成します。

生徒ケア

宿題チェック

希望者・推薦者

楽しい英語
基礎～最水●A

●F

対　象 内    容

初心者にとってつまづき易い『英語の文字と音との関係』を楽しく学び、音読能力や正しく英語を書く
力をさらに高めます。フォニックス 基礎英語の生徒●G

※事情により多少変更がある場合がございますので予めご了承下さい。 ★Aは必須参加　B～Hは自由選択

英検
準2級

英検
３級

野辺地　うめ花
草加中２

英検
４級

藤本　心
仲町小６

安蔵　玲
大戸小６

磯部　実桜
草加小６

磯田　晃貴
本太小5

寺西　優樹
八幡小5

小倉　梨乃
木崎小４

野辺地　咲くら
草加中２

椎名　瑛美
笹目中１

原田　花蓮
本太中１

橋川　心咲
大原中１

赤堀　花歩
大原中１

家永　璃香
大原中１

鹿戸　陽桜莉
大原中１

平田　篤志
本太小６

本多　麗奈
大東小５

原田　羚央
本太小５

坪井　音寧
高砂小６

小宮山　大樹
木崎小４

英検
５級

髙﨑　侑里
仲町小６

加藤　敦
本太小６

お子様の安全管理のため『スクールアシ
スト』を導入し、スクエアICカードを生徒
全員に配布しています。

安全管理システムの主な機能
❶入退出時刻の情報を記録、
保護者にリアルタイムで配信
❷災害時の緊急メール配信
❸スクエアからの重要情報伝達

安全管理システムの導入
浦和高／浦和一女高／大宮高

早稲田本庄高／立教新座高

伊奈学園総合高／獨協埼玉高

青山学院高／淑徳与野高

お茶の水女子大附属高  etc.

上智大／早稲田大／慶応大

東京外国語大／一橋大／筑波大

青山学院大／東京理科大
立教大／明治大／中央大

国際基督教大  etc.

感染防止の取り組み
★スクエアでは下記の取り組みを
　行っています。

❶マスク着用の徹底
❷来校時の手洗い・消毒の徹底
❸スクール内の清掃・消毒
❹換気の徹底
❺３密回避

主な大学進学先主な高校進学先
 

英検保持級一覧
堀越　凜太朗 川越東高2
岡田　彩愛 開智高1

大室　愛夏 品川女子学院中3

伊藤　翔太郎 大宮国際中3
三井　舞香 本太中3

谷本　真夏花 本太中2
田部　結子 本太中2

植岡　紗永 本太中2

（その他16名　※1次合格1名含む）

土屋　瑛梨華 大原中3
日野原　彩乃 埼大附中3
松本　和季 瀬崎中３

鎌田　渉汰 大原中2

小沼　花菜 木崎中2

和田　詩音 木崎中2

奥田　朱理 本太中2
佐藤　くるみ 本太中2
野辺地　うめ花 草加中2
野辺地　咲くら 草加中2
大田　樹乃 瀬崎中2

浅井　陽向 川柳中2

河原　優羽 谷塚中2

椎名　瑛美 笹目中1

原田　花蓮 本太中1

橋川　心咲 大原中1

加藤　源己 木崎中1

浅野　未夏 本太中1

本間　未紘 木崎中1

平松　明莉 常盤中1

宮島　英那 岸中1

安藤　悠人 木崎中1

（その他26名　※1次合格1名含む）

廣川　涼子 水戸市立第二中2
額賀　茜 瀬崎中2

安藤　壱朗 谷塚中2

家永　璃香 大原中1

赤堀　花歩 大原中1

鹿戸　陽桜莉 大原中1
関根　歩叶 浦和ルーテル中1

高野　晄来 浦和ルーテル中1

檜野　莉菜子 大原中1
王　　庶童 栄東中1

２　級

準 ２ 級
３　級

阪本　真衣 大原中1

金子　苺瑠 明治学院中1

成毛　彩乃 木崎中1

鈴木　慧大 大原中1

神﨑　祐乃 木崎中1

津島　美咲 草加中1
阿部　壮磨 草加中1
𠮷田　桜子 草加中1
野口　恵麻 栄中1

齋藤　志帆 上木崎小6

福島　麗奈 常盤北小6

久芳　真輝 木崎小6

（その他28名　※1次合格3名含む）

髙橋　悠里 本太中1

水元　陽南 木崎中1

小林　俊輔 木崎中1

次藤　伶 本太中1

藤本　心 仲町小6

安蔵　玲 大戸小6

日野原　嘉乃 埼大附小6
本橋　彩芽 上木崎小6

鈴木　花奈乃 木崎小6

戸田　直希 針ヶ谷小6

真田　陽奈 針ヶ谷小6

伊藤　梨紗 針ヶ谷小6

岡本　瑛羽 北浦和小6

加茂野　凛 北浦和小6

北川　寛人 木崎小6

両角　奏 常盤小6

屋田　周祐 木崎小6

湯原　義也 木崎小6

松尾　康佑 木崎小6

浅見　駿介 木崎小6

田部　総一 北浦和小6

山田　大馳 上木崎小6

磯部　実桜 草加小６

柴田　恭佑 高砂小６

米澤　悠花 高砂小６

磯田　晃貴 本太小5

井手　柚希 木崎小5

石井　舞季 木崎小5

岡田　桃佳 開智小5

寺西　優樹 八幡小５

小倉　梨乃 木崎小4

（その他36名）   

髙﨑　侑里 仲町小6

加藤　敦 本太小6

平田　篤志 本太小6

山尾　榮太 木崎小6

小室　奏仁 本太小6

古厩　早翔 木崎小6

坪井　音寧 高砂小6

本多　麗奈 大東小5

原田　羚央 本太小5

竹内　寧々 本太小5

村木　駿介 北浦和小5

岡田　悠雅 上木崎小5

森本　千裕 北浦和小5

松本　拓実 高砂小５

芳井　スミレ 木崎小4
小池　結菜 北浦和小4

小宮山　大樹 木崎小4
吉川　茉那 草加小４

斎藤　夏美 埼大附小3

村田　美織 下落合小3

（その他23名）

４　級

 ２級　合計（24名）

高３ 　 7名
高２ 　 5名
高１ 　 3名
中３ 　 5名
中２ 　 4名

※１次試験合格者１名含む

 準２級 合計（48名）

　高校生　 　12名
　　中３ 　　8名
　　中２ 　17名
　　中１ 　11名
※１次試験合格者１名含む

 3級　合計（50名）

　　中３ 　  5名
　　中２ 　　　11名
　　中１ 　　　25名
　　小６ 　　4名
　　小５ 　　1名
　　その他 　　4名
※１次試験合格者3名含む

 4級　合計（67名）

　　中２ 　  9名
　　中１ 　　　18名
　　小６ 　　　31名
　　小５ 　  7名
　　小４ 　  1名
　　その他 　　1名

 5級　合計（43名）

　　中２ 　  6名
　　中１ 　  9名
　　小６ 　　　11名
　　小５ 　　　10名
　　小４ 　  5名
　　小３ 　  2名

５　級

英検保持級者数　合計232名

合格


