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コロナウイルスの全世界的拡大以来
始まった海外留学の新スタイル
生徒様が海外留学を希望される主な理由は、
英語力の向上です。

コロナウイルスの世界的流行が
継続する中での最適の英語学習と「留学」方法は、
Apitreeでの学習です！

各言語は、その国や地域の歴史、知識、文化に根差しています。

日本では、たいていの場合、大多数の生徒様は試験のために
英語を学習しますが、海外留学する生徒様は、知識の獲得や
異なった文化を英語で体験することができます。

Apitreeでは、算数（数学）や理科（科学）の知識、さらに
は文化も英語で習得することができます。

ABOUT Apitree English
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Apitree English

SCHOOL
オンラインでアメリカの学校を体験 Kinder - G12
アメリカの幼稚園レベルから 高等学校レベルまで、
自宅からアメリカの学校の学習に参加

改善したい英語スキルを 伸ばす最適な方法
自宅からオンライン英語学習に参加

オンラインで英語「留学」を体験 Adult

SPEAK



SCHOOL
幼稚園レベルから高等学校学位取得レベルまで、
アメリカでの「留学」を自宅からオンラインで体験！ 

for Kinder to G12 Students



WHY ‘SCHOOL’ ?

アメリカの学校
カリキュラム

「 アメリカ式で本格的な勉強 」

アメリカ合衆国で教育水準を一定化するために
開発された、アメリカの公教育カリキュラムと

学習内容を使用。

1:1 授業

「 カスタマイズされた授業 」

1：1授業担当講師と一緒に、
アメリカの学校で生徒様が学ぶ科目を学習。

英語で様々な科目の知識を獲得！

SP & グローバル
・グループクラス
「 効果的な追加プログラム 」

SPテストにより、生徒様はご自分の弱点を定期的に
確認し改善することができます。グローバル・

グループクラスで英語力を伸ばすこともできます。



アメリカ合衆国の政策により、アメリカの公教育のデジタル化が急速に進められています。
より多くのアメリカの生徒様は自分に合ったレベルの科目を紙ベースの教科書ではなく、オンライン教科書を使って学習しています。

Apitreeは、経験豊かな講師とのカスタマイズされた1：1授業を提供します。授業では、
アメリカの生徒様が最も使用しているオンライン教科書を使用します。

アメリカの学校カリキュラムを使い、
カスタマイズされたクラスを自宅で学習する機会！

アメリカ合衆国50州1万以上の小学校、中学校、
高等学校の520万人以上の生徒様にカスタマイ
ズされた教材を提供している、アメリカの教育
関連会社が開発した教材を使用します。

学習プログラムは、アメリカ合衆国の最も権威
ある教育認定機関の１つである、AdvancEDに
よる厳しい認証過程を経て認定されております。

経験豊かな講師による
1:1授業

授業は、トレーニングを受けた有能な講師陣
により提供されます。講師トレーニングは、
英語講師にトレーニングと修了書を提供する
組織、TESLA (Teachers of English as Second
Language Association of the Philippines)
により提供されます。当校が17年に渡り
培ってきた教育ノウハウに基づき、生徒様が
アメリカの公教育で使用されている学習内容を
効果的に学べるよう、生徒様一人ひとりに合った
1：1授業を提供します。  

特別追加プログラム Apitree SCHOOL

グローバル・グループクラスで他の国や
地域の生徒様と一緒に、主要科目を
学ぶこともできます。

当校独自プログラムのSPテストでは、
各生徒様の英語レベルと弱点を分析し、
生徒様の英語力を的確なフィードバックを
通じて伸ばします！

アメリカの学校の通常カリキュラム
アメリカの生徒様がクラスで学習する方法

アメリカの生徒様の英語習熟度

上記のものと100％同様のものを
提供いたします。

カスタマイズされた1：1授業で、
「アメリカの生徒様のように自宅で学習」

アメリカ合衆国の公教育で
使用されている学習内容と

カリキュラム



SCHOOL

カリキュラム
SCHOOLのカリキュラムは、
アメリカの公教育カリキュラムで構成されています。

学年ごとのコース情報

適切に選別された有能な講師が、各生徒様のレベルに合わせて
割り当てられます。言語科目（英語）、算数（数学）、理科（科学）、
社会を英語で学習する過程で、生徒様は各教科の知識のみならず
アメリカの方式で思考する方法を自然に身に着けることが
期待できます。

中学校
(Grade6-8)

高等学校
(Grade9-12)

高等学校学位取得コース
(Diploma)

K-G5
Language Arts | Language Arts Extensions |

Math | Science and Social Studies

G6-G8 Language Arts | Mathematics | Science

Language Arts | Mathematics | Science

Science | World Languages | Fine Arts | ETC

G9-G12

Diploma生徒様はアメリカの高等学校を卒業するためにアメリカ合衆国に行く必要はありません。
Apitreeで幼稚園レベルから高等学校学位取得レベルまで継続的に学習し、学位に必要な単位を取得することにより、

オンライン学習でアメリカの高等学校の学位を取得する道も開くことができます。

幼稚園、小学校
(Kindergarten

-Grade5)
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SCHOOL

アメリカの学校カリキュラムで幼稚園レベルから小学校5年生レベルまでを網羅します！ 
本コースは、知識を獲得し、創造性を伸ばし、アメリカの思考方法を育てることを目指します。

#Studying abroad in America  #Self-directed learning

幼稚園・小学校コース

サンプルスケジュールと学習内容コース情報

対象

レベル

学期

クラス頻度

クラス時間(1日当り)

SP テスト

特徴

全年齢 (特に7歳～16歳)

全レベル

1学期4か月 (1年3学期制)

週2回・週3回・週5回
海外留学に近い環境を作って頂くため、

週5回のクラスを お勧めいたします。

 25分 x 2の場合、
1日当り25分クラス2クラスが提供されます。

25分 又は *25分 x 2

月1回(追加費用なし、コースに含む)

生徒様の英語レベルに基づいた学年用カリキュラムを用い、
生徒様に合った内容をオンラインクラスで学んで頂きます。

生徒様は、各自に与えられたアカウントを用い、自主学習、クラスの
予習復習、オンライン学習教材の学習をすることができます。

①

②

本コースは下記のような生徒様向けです！
アメリカのスタイルで英語を基礎レベルから学習したい生徒様 
アメリカの生徒様が学ぶように英語を学習したい生徒様 
インターナショナルスクールに通っている又は入学準備をしている生徒様

Main LectureDay Main Chapter

Finding the
Moral in a Fable

1

Instruction: Finding the Moral in a Fable
Supported Practice: Finding the Moral in a Fable

Independent Practice: Finding the Moral in a Fable
Quiz: Finding the Moral in a Fable

これは、サンプル資料となります。
クラスの内容詳細とカリキュラムは、初回授業前にお知らせいたします。

8



#American High School  #Prestigious university abroad

SCHOOL

アメリカの中学校、高等学校を自宅で体験。 オンラインによる1：1クラスでの学習を通じて、
アメリカの中学校と高等学校のコースを修了。ネイティブスピーカーの英語習熟度レベルを獲得。

中学校・高等学校・高等学校学位取得コース

コース情報

対象

レベル

学期

クラス頻度

クラス時間(1日当り)

SP テスト

特徴

全年齢 (特に13歳～16歳)

上級レベル

1学期4か月 (1年3学期制)

週2回・週3回・週5回
海外留学に近い環境を作って頂くため、

週5回のクラスをお勧めいたします。

50分

月1回(追加費用なし、コースに含む)

アメリカの教授証明書を持つアメリカの高等学校講師による
録画された講義と、フィリピン人講師による1：1クラスの組
み合わせで学習が進められます。
生徒様は、各自に与えられたアカウントを用い、自主学習、
クラスの予習復習、オンライン学習教材の学習をすることが
できます。

①

②

アメリカ合衆国の高等学校学位取得コースについては別途資料にてお知らせいたします。注記 これは、サンプル資料となります。
クラスの内容詳細とカリキュラムは、初回授業前にお知らせいたします。

サンプルスケジュールと学習内容

Main LectureMain ChapterWeek Subject

Mathematics1

Relationships
on the

Coordinate
Plane

Polygons in the Coordinate Plane
Plotting Equivalent Ratios

Weekly Review
Unit Test & Review

本コースは下記のような生徒様向けです！
海外留学から本国に戻って来られた帰国子女生
インターナショナルスクールの生徒様
アメリカの大学又は外国の大学への入学準備をしている生徒様
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Apitree SCHOOL
アメリカの高等学校学位取得も目指すことのできる「学校」です。

10

学位コースの生徒様は、全てのコースワークを修了し、必要単位を取得する必要があります。
必須単位取得により、オンライン学習にて、生徒様はアメリカ合衆国教育省により認定された高等学校学位を取得することができます。

全必須単位取得後、アメリカの高等学校学位が生徒様に発行され、それはアメリカの大学入学のために使用することができます。



SCHOOL
自主学習の習慣を育成

学習システム

グループクラスに参加することもでき、
様々な教科を他の国や地域の生徒様と

一緒に英語で学ぶことができます。
他の生徒様と考えや意見の交換を

することにより、英語力をより
伸ばすことと、国際的なマインドを

育むことが期待できます。

エントリーレベルテストを提供し、
英語の各スキルを的確に測ります。

生徒様にはトライアルクラスを受講頂き、
その後、フィードバックとして、

何をどのように学習をすればいいか
アドバイスを差し上げます。

好奇心を高める予習・
復習内容で、充実した自主学習

当校独自のSPテストでは、
客観的評価基準に基づき、
文法、発音、流暢さといった

10のカテゴリーに分けて
英語力を体系的に分析します。

LEVEL TEST·TRIAL CLASS PREVIEW·REVIEW GROUP CLASSSP TEST
生徒参加型授業により

クラスでのパフォーマンス向上。
様々な科目の知識を英語で獲得。

CLASS
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Apitree 独自のスピーキング強化プログラム

SP (Speaking Prescription)
SP テスト

本プログラムは、生徒様のスピーキングテストをビデオ録画し、
スピーキングテスト内容の書き起こしと訂正を加え生徒様に
お渡しすることにより、弱点を集中的に改善するプログラムです。

SPプログラムは、生徒様のスピーキング力を短期間で
伸ばすため大きな役割を果たします。
生徒様がご自分の英語力を確認し、詳細な間違い訂正により、
ご自分のスピーキングのパターンや癖を認識して頂き、
英語力の伸長を助けます。

Apitreeの全生徒様に、月1回、追加料金なしで
Speaking Prescriptionを提供します。

注記

書き起こし資料は
SPの専門講師により
分析され、10の客観的
基準に従って判定された
後に提供されます。

発音
ストレス（強調）
イントネーション
 語彙
文法の正確さ
聞き手の理解 
流暢さ
文脈一貫性
内容の正確さ
洗練された表現の
柔軟な使用

生徒様にお渡しする
書き起こし資料のサンプル



自宅から他の国や地域の生徒様と会いましょう！
Apitree グローバル・小規模グループクラス

1:4 グローバル・グループクラス

Apitreeを受講頂くと、生徒様はグローバル・グループクラスに参加頂くこともできます。
アジアからの多数の生徒様を17年以上に渡り教えてきた経験を活かしてグループクラスを提供いたします。  

日本、韓国、台湾、ベトナム、中国、タイ、モンゴルといった諸国地域からの
生徒様がグローバル・グループクラスに参加します。
生徒様はグループクラスにて他の生徒様とコミュニケーションをとることができ、
当校講師がクラスをリードし、英語、算数（数学）、社会、理科（科学）といった
諸科目のクラスで生徒様の学習を導きます。

グループクラスは、生徒様の英語レベル、国籍、年齢（実際の学年）を考慮して構成され、週1回提供いたします。
グループクラスの科目やトピックは、参加される生徒様の興味やレベルにより変わります。

注記



SPEAK
17年以上に渡り英語語学学校を運営する中で蓄積したノウハウを活用し、
短期間で満足できるレベルを獲得するための最適コースをご用意いたしました。
自宅から「留学」しましょう！

for Adult Students



WHY ‘SPEAK’ ?

短期間で目標達成

「 平均的受講期間、8週間 」

17年以上の英語教育ノウハウに裏付けられた
英語学習を通じ、8週間で英語力の向上を

期待できます。

 各コースに
適した講師陣

「 SPEAKは、スピーキング力の向上と
IELTSテスト準備に最適」

講師はそれぞれ得意・専門分野があり、
生徒様が効率的に学習できるよう導きます。

15

SP & グローバル
・グループクラス
「 効果的な追加プログラム 」

SPテストにより、生徒様はご自分の弱点を定期的に
確認し改善することができます。グローバル・

グループクラスで英語力を伸ばすこともできます。



(※全てのコースにSPテストが月1回含まれます。)Apitree SPEAK コース概要

IELTS
SPEAKING
PRACTICE

IELTSインタビューテストに向け準備をしたい
生徒様向けのIELTSスピーキング強化プログラム

1日1クラス（50分）、週5回

IELTS
SPEAKING
& WRITING

ブレインストーミングに基づくスピーキングと
ライティング集中強化プログラム

1日2クラス（計100分）、週5回

SPEAKING
COAHCHING

的確に選別されたスピーキングコーチと
共に学ぶスピーキング集中改善プログラム

1日2クラス（計100分）、週5回

SPARATA ESL

短期間に英語力を総合的に向上
スパルタ式ESLプログラム

1日5クラス(計250分)、週5回

IELTS

REGULAR
短期間でIELTS目標スコア獲得を

目指すプログラム

1日4クラス（計200分）、週5回

GENERAL ESL
目標と空き時間に応じて、

あなたの学習スケジュールをデザイン！
カスタマイズされたESLプログラム

1日1, 2 ,3 又は 4 クラス、週2回, 週3回又は週5回
(生徒様は1日のクラス時間と1週間当りのクラス頻度を

ご希望に合わせて組み合わせ選択して頂くことができます。）
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SPEAK

初級/基礎レベルからスピーキング力を磨きたい生徒様
生徒様のレベル、目標、スケジュールに合わせて短期間で英会話力を向上させるためのコース

#Learning stages  #Discussion·Speech 

GENERAL ESL

Speak English
with Grammar

For foundation & Basic

基礎レベルのコースで、生徒様は日常生活で
使うことのできる単語や表現を学ぶことができ、
英語の構造を理解できるようになり、英単語の

羅列ではなく英語の文を作ってコミュニケーション
する方法を学ぶことができます。

Speaking Coach
For Intermediate

中級レベルのコースで、生徒様は、主要な英会話の
パターンを学びそれを繰り返し練習することを

通じて、英語表現の幅を広げていくことができます。
SCでは担当スピーキングコーチからの細かな

フィードバックを通じて、英会話の正確さや
流暢さを伸ばしていくことができます。

Free talking
about Social Issues

For Advanced

上級レベルのコースで、生徒様は、
上級レベルの表現を学ぶことができ、国際的又は

社会の時事問題をトピックにしたディスカッションの
クラスで、自分の意見や考えを明確に表現

できるようになることが期待できます。

おススメする対象

クラス頻度

クラス時間 (1クラス50分) 

教科書

SP テスト

週2回、週3回又は週5回 (選択)

1日1クラス、2クラス、3クラス又は4クラス（選択)

Apitree独自のデジタル教科書

月1回(追加費用なし、コースに含む)

英語学習の目的とスケジュールに合わせて、
クラスの数や頻度を調整して受講したい生徒様
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SPEAK

各生徒様の英語レベルと目標に合わせた集中的学習スケジュール 
各生徒様の学習は講師により確認され、月1回のテストにより生徒様の英語レベルの改善具合も確認できます！ 
スパルタプログラムは、週5日、1日計250分のクラス受講により短期間で英語力を伸ばしたい生徒様に最適です。

#SPARTA  #Real study aboard

SPARTA ESL

スキルとレッスンの目標

SPEAKING

興味深い各トピックで用いられる実用的語彙や表現に焦点を当てて
学習します。それにより、自分の考えを自然に表現できるようにな
ることが期待できます。

時間割例

READING

語彙やリーディング力を伸ばすアクティビティーを通じて、生徒様は
段階的に英語のリーディング力を改善することが期待できます。

VOCABLARY

英会話で頻繁に使われる適切な文の中の英語語彙や表現を学ぶこと
により、生徒様は英語の構造を自然に理解することが期待できます。

WRITING
with Grammar

段階的にライティングのスキルをクラスで学ぶことにより、生徒様
は英文法を自然に理解することが期待できます。また、練習を通じ
て、より長い文を作ることができるようになり、考えをライティン
グで表現することもできるようになります。

Teacher in chargeClass subjectClass Time

13:00 - 13:50 Speaking
Make a Question starting with ‘how’

T. Dona

14:00 - 14:50 Reading
Living Online

T. Jessa

15:00 - 15:50 Vocabulary
Adjectives

T. Mclet

16:00 - 16:50 Writing with Grammar
Make a Question starting with ‘how’

T. Arnie

17:00 - 17:50 Speaking
Medicine: They’ve been lying?

T. Julia

これはサンプルスケジュールです。生徒様のレベルとコースご登録期間によりスケジュールは変わります。

おススメする対象

クラス頻度

クラス時間

教科書

SP テスト

週5回

1日5クラス(計250分)

Apitree独自のデジタル教科書

月1回(追加費用なし、コースに含む)

短期間で英語力の伸びを
実感したい生徒様
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SPEAK

SCスピーキングトレーニングで最も効果的なトレーニング方法である、
ビデオインタビュークラスとスピーキングコーチによる集中的スピーキングトレーニングを通じて、
生徒様はご自分のスピーキングの癖やスピーキング力を伸ばすことができます。
本プログラムで生徒様は、スピーキングでの文法や表現、発音などを詳しく分析することにより、
スピーキングでの流暢さや正確さを改善することが期待できます。

#Speaking Prescription  #Recording, Analysis

SC(SPEAKING COAHING)

ビデオインタビュークラスの過程

修正された答えが提供され、
クラスの中で説明されます。

生徒様の参照用として、
スピーキングコーチは質問に対する
模範解答を提供します。

SC 書き起こし

生徒様に質問が与えられます。
(クラスで扱ったトピックに関連した質問) 間違いの訂正

挿入語句（間違った文法）
文法的間違い文
不完全な文/不適切な接続詞や
句読点の使用による句や節の接続
間違った語彙の使用
間違って発音された単語

おススメする対象

クラス頻度

クラス時間

教科書

SP テスト

週5回

1日2クラス(計100分)

Apitree独自のデジタル教科書

月1回(追加費用なし、コースに含む)

面接やプレゼンテーションの準備のため、集中的
にスピーキング力を伸ばす必要のある生徒様
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クラス後、生徒様には復習用として訂正入
りの書き起こし資料が渡されます。

同トピックでの1：1クラス

生徒様は2-3分の持ち時間で質問に答えます。
スピーキングコーチは、生徒様の答えに

訂正を加えながら、同時に生徒様の
スピーキング内容を書き起こします。



IELTS
REGULAR

実際のIELTSテスト（スピーキング・リーディン
グ・ライティング・リスニング）に必要なコツや

テクニックを全て学びます。クラスは、生徒様の
弱点に焦点を当て、目標スコア達成に向けて繰り

返し練習を行います。

IELTS 
SPEAKING PRACTICE

IELTSスピーキングに特化し、実際の面接テストで
生徒様は自然に自分の意見を表現することができ

るようになります。

IELTS
SPEAKING & WRITING

ブレインストーミングに基づくトレーニングにより、
生徒様はスピーキングとライティングでご自分の

考えや意見を英語で論理的に表現でき
るようになります。

SPEAK

生徒様の目標スコア達成率は99.9%!
長年に渡りIELTSに必要なコツとテクニックを教えている講師陣の一緒にIELTSスコアを伸ばしましょう。

#Professional IELTS team  #Customized test

IELTS

おススメする方
IELTSテストを以前に受けたことのない生徒様

短期間でIELTSスコアを伸ばす必要のある生徒様

おススメする方
ご自分の考えを適切な英語語彙や表現を使って

表現することが難しい生徒様
IELTSのスピーキング・バンドスコアを

伸ばしたい生徒様

おススメする方
IELTSのスピキングとライティングの

バンドスコアを伸ばしたい生徒様
スコアの伸びにスランプを感じている生徒様

おススメする対象

クラス頻度

教科書

SP テスト

週5回

Apitree独自のデジタル教科書

月1回 (追加費用なし、コースに含む)

Regular : 1日4クラス(計200分)
Speaking Practice: 1日1クラス(50分)
Speaking & Writing: 1日2クラス(計100分)

クラス時間

IELTSで高得点を取りたい生徒様
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LEVEL TEST·TRIAL CLASS GROUP CLASSSP TESTCLASS
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SPEAK
生徒様の英語力を効率的に伸ばすお手伝い

学習システム

グループクラスに参加することもでき、
様々なトピックに関して他の国や地域の

生徒様と一緒に英語で学ぶことができます。
他の生徒様と考えや意見の交換を

することにより、英語力をより
伸ばすことと、国際的なマインドを

育むことが期待できます。

エントリーレベルテストを提供し、
英語の各スキルを的確に測ります。

生徒様にはトライアルクラスを受講頂き、
その後、フィードバックとして、

何をどのように学習をすればいいか
アドバイスを差し上げます。

当校独自のSPテストでは、
客観的評価基準に基づき、
文法、発音、流暢さといった

10のカテゴリーに分けて
英語力を体系的に分析します。

生徒参加型授業により
クラスでのパフォーマンス向上。



Apitree 独自のスピーキング強化プログラム

SP (Speaking Prescription)
SP テスト

本プログラムは、生徒様のスピーキングテストをビデオ録画し、
スピーキングテスト内容の書き起こしと訂正を加え生徒様に
お渡しすることにより、弱点を集中的に改善するプログラムです。

SPプログラムは、生徒様のスピーキング力を短期間で
伸ばすため大きな役割を果たします。
生徒様がご自分の英語力を確認し、詳細な間違い訂正により、
ご自分のスピーキングのパターンや癖を認識して頂き、
英語力の伸長を助けます。

Apitreeの全生徒様に、月1回、追加料金なしで
Speaking Prescriptionを提供します。

注記

書き起こし資料は
SPの専門講師により
分析され、10の客観的
基準に従って判定された
後に提供されます。

発音
ストレス（強調）
イントネーション
 語彙
文法の正確さ
聞き手の理解 
流暢さ
文脈一貫性
内容の正確さ
洗練された表現の
柔軟な使用

生徒様にお渡しする
書き起こし資料のサンプル



自宅から他の国や地域の生徒様と会いましょう！
Apitree グローバル・小規模グループクラス

1:4 グローバル・グループクラス 

Apitreeを受講頂くと、生徒様はグローバル・グループクラスに参加頂くこともできます。
アジアからの多数の生徒様を17年以上に渡り教えてきた経験を
活かしてグループクラスを提供いたします。  

日本、韓国、台湾、ベトナム、中国、タイ、モンゴルといった
諸国地域からの生徒様がグローバル・グループクラスに参加します。
生徒様はグループクラスにて他の生徒様とコミュニケーションをとることができ、
当校講師がクラスをリードいたします。

グループクラスは、生徒様の英語レベルや国籍を考慮して構成され、週1回提供いたします。
グループクラスの科目やトピックは、参加される生徒様の興味やレベルにより変わります。

注記



生徒様からの声をご紹介します。 

アジアのApitree生徒様の声

JEANのお母さま
私の息子は、Apitreeを始める前に、2年間英語アカデミーで
英語を勉強していました。彼がApitreeで学び始めて以来、
彼のリスニングとスピーキングのスキルは向上しました。 
Apitreeの利点は、教材が講師によってコンピュータースクリーン上で
共有され、講師がクラスを直接リードすることです。そのため、
息子は授業に集中でき、授業の前後に授業資料サイトにアクセスし、
個人IDを使って自分で授業内容を学ぶことができます。
また、問題を解決するために単に解釈するのではなく、
生徒が文章の構造を理解して実際の状況に適用できるよう、
文章が教えられている方法にも感銘を受けました。
生徒がまだ低学年の場合、生徒はクラスに集中するのに苦労するため、
講師の役割は重要です。参加型の方法と講師の良い指導により、
息子は英語の勉強を楽しんでおり、異なる子どもの名前で例文を作り、
クラスで活発な反応を示し続け、学習の過程を楽しんでいます。
全体的に、私はApitreeに非常に満足しており、
Apitreeを強くお勧めします。

JEAN
JINTAE LIM (9)

ELEMANTARY
Lv.Grade3

予習と復習の内容は、子どものお気に
入りの写真やクイズで構成されているので、
子どもが飽きるかもしれないと心配する
必要はありません。Apitreeで
学習させることができて嬉しいです!

子どもが英語のみのクラスを受講できるか
どうか心配でした。子どもたちが興味を
そそる内容で構成されているため、
すぐに勉強に集中できました。
また、授業中に集中力を失わないように
指導して下さった子どもの
先生にも感謝いたします。

MOMO (AKETA MOMOYO)
SPARTA ESL

英語の勉強に専念するために1か
月間を与えられたとき、私は
Apitree Spartaコースを選びました。
これにより、短期間で英語の勉強に
集中し、英語のスキルをすばやく
向上させることができます。
 以前は、分かってもらえないのでは
ないかと思い、「はい」「いいえ」
としか答えていませんでした。
今では自信を持って英語で
話せるようになりました。私が
習得できたのは、英語力だけでなく、
コミュニケーションをする自信です！ 
それが私の大きな成果です！

LOUIS (LU YUEN HSUN)
SPARTA ESL

このコースを選んだのは、Apitreeの
クラスで勉強した友人に勧められ
たからです。英語を勉強する予定が
ある場合は、事前に沢山心配するの
ではなく、できるだけ早くApitreeを
試すことをお勧めします。Apitreeの
クラスで勉強して後悔することはあり
ません。想像以上に楽しいでしょう！
特に、Apitreeは様々な国や地域の
友達と出会う機会を提供しているので、
異なる文化を体験すると同時に英語を
学ぶことができます。あなたの目標が
英語力を向上させることならば、
迷わずApitreeを選んでください！

7歳, NGUYEN NGOC PHUCのお母さま

10歳、WEI YULINのお母さま



RYUTOのお母さま
息子にApitreeを試させる前は、彼がこれまで通っていた英語アカデミーの
対面授業と比べると、オンライン授業ではクラスに集中できないのでは
ないかと心配でした。オンラインクラスと自習用の両方に、子供向けの
興味深いコンテンツが含まれているのは良いことだと思います。
私たち家族の場合、夫も私も仕事に行くので、息子は一人で勉強しなければ
なりません。Apitreeの全てのツールは子どもでも使いやすいので、彼は自分で
簡単に勉強することができます。Apitreeにとても満足しています。
特に担当講師はとても活発で、息子にぴったりの良い指導や褒め言葉を
下さり、彼のモチベーションをさらに高めてくれるので、息子はとても楽しく
勉強できています。コロナウイルス感染拡大のため、対面式で通常クラスが
行われるアカデミーに息子を行かせることはとても不安でした。同時に、
私は息子に他の子どもたちと同じように英語を勉強する平等で適切な機会を
与えたいと思いました。 Apitreeにより、これが可能となりました。
Apitreeは、対面式のクラスが提供される通常のアカデミーよりもさらに
効果的だと思います。
Apitreeに出会うことができて本当に幸運だと思います。

RYUTO
KOMAZAKI RYUTO

ELEMENTARY
Lv.G3

 MIA (PHAN DANG SUONGMAI)
GENERAL ESL

英語を勉強することで、他の国や
地域の学生と仲良くなり、新しい
文化体験をしたいと思いました。
それが私がApitreeを選んでいる
理由です。Apitreeの良いところは、
生徒が自主的に勉強できるシステムを
備えており、有能な講師が生徒に
とって適切な方法でクラスを主導して
下さることです。また、先生方は
熱意にあふれ、とてもフレンドリーで、
沢山の質問に対していつでも
積極的に助けてくれます。 授業中、
私はすべてに満足しています。

CHANPHOMのお母さま
私の娘は英語の勉強にとても興味があったので、アメリカで勉強させようと
思いました。しかし、考慮しなければならないことが多くありすぎました。
そこで、Apitreeのカリキュラムは実際の米国の学校のカリキュラムに
基づいていると聞いたので、彼女にApitreeで勉強させることにしました。
外国人講師とのオンライン授業は初めてでした。
最初は、彼女は恥ずかしがり屋で、はっきりと英語で話すことを
恐れていましたが、先生はこの種の生徒の扱い方をよく知っていらっしゃいます。

クラスは自動的に記録できるため、いつでも確認することができます。
授業中に理解できなかった授業内容を確認できるだけでなく、個人IDを
使って自習することもできます。また、子どもたちが自分で教材にアクセスし、
様々な科目を勉強できるのも良い点です。私の娘はApitreeで算数の授業を
受けており、実際の学校の算数の授業でも大いに役立っています。

何よりも、先生の役割は子供たちにとって重要です。
簡単な言葉と説明でクラスを上手に導いて下さった先生にとても満足しています。

CHANPHOM
Chaninart

ELEMENTARY
Lv.G5



PO (LAI PO AN)
IELTS GENERAL

IELTSは通常の英語より難しいので、
やりがいのあるコースですが、
たくさんのことを学ぶことができ、
英語力を伸ばすことができました。
親切で有能な先生方のおかげで、
英語の勉強を楽しむことができました！
特に、授業中は英語の勉強だけに
集中できる環境があり良かったです。

FLOTY (HE XIAOYAN)
SPARTA ESL

Apitreeのクラスに参加することで、
リスニングとライティングのスキルを
最大限に向上させることができます。
特に、SPテストを通じて定期的に
スピーキングテストを受け、
スピーキングスキルを向上させる
ことができました。
英語で他の学生と意見を交換する
クラスもあり、英語を勉強する
だけでなく、他の国や地域の友達と
文化や意見を交換することができて
とても楽しかったです！

PHINEASE (LUU NHAT TRUONG)
IELTS GENERAL

Apitree IELTSクラスを受講した後、
実際のIELTSテストで全体の
バンドスコアは7.5になりました。
比較的早く目標点を達成できたので、
先生方に感謝したいと思います。
スピーキングとリスニングのスコアを
他のスキルよりも向上させたかった
のですが、先生が私の英語レベルと
目標に応じてクラスを編成して
下さったので、より効率的に勉強でき
たと思います。特にリスニング部分は
9.0点を取ることができました。
先生方のおかげで高得点を
取ることができたと思います。

SAPPHIRE (CHO CHAEYEON)
GENERAL ESL

私の場合、文の構造を学び、
文法の修正に焦点を当てました。
このカリキュラムの最大の利点は、
すべての講師が生徒のレベルを
考慮してくれることです。
日本、中国、台湾、ベトナムの留学生も
このコースを受講しているので、
英語力を伸ばすだけでなく、
グループクラスで外国人と
仲良くなることもできます！

AIRI (AIRI MATSUMOTO)
GENERAL ESL

質問があったり、困ったときは、
先生がいつも積極的に助けて
下さるのでとてもよかったです。
先生方のおかげで、自分の弱点を
改善し、自分に合った方法で英語を
学ぶことができています。



Apitree
登録プロセス

担当講師と一緒に
カスタマイズされた

クラスでの学習開始!

Apitreeオンラインクラスは、平日（月曜～金曜）、日本時間午前10時から午後11時までの時間帯で各生徒様のスケジュールに従い提供いたします。授業提供時間 10:00 AM - 11:00 PM(日本時間)
Apitreeは、安定性があり世界中で広く使用されているSKYPE、ZOOM又はCLASS INのいずれかを用い、オンラインクラスを提供いたします。クラスに必要なアプリケーション SKYPE & ZOOM & CLASSIN

生徒様/代理店様は、
登録用紙に必要事項をご記入頂き、
担当マネージャーに提出頂きます。

生徒様には、初回授業が始まる前に、
授業費の支払いを完了して頂きます。
クラススケジュールは、スケジューラー

から生徒様にお知らせいたします。

エントリーレベルテストの結果を
SPテストビデオとスピーキングテスト
書き起こし+訂正入り資料を付けて

生徒様にフィードバックいたします。
生徒様には、どのコースに登録される
かコンサルテーションを通じて決めて

頂きます。 

エントリーレベルテスト
（SPテストとリーディング・リスニングテストを含む)

と無料トライアルクラスを当校
サービスにご興味を持って頂いた
生徒様に無料提供いたします。  

エントリーレベルテスト
＆トライアルクラス

コンサルテーション、
コースのご提案と決定 登録、授業費支払い 初回授業開始



Thank you
A p i t r e e  E n g l i s h


