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イマージョン教育
イマージョン教育
英語のイマージョン教育（１００パーセント英語での授業）
は、日本の子どもたちにとって英語でのコミュニケーションを
学ぶのに一番いい方法だと思います。１９６０年代、イマー
ジョン教育は、英語を話す両親を持つ子どもたちがフランス
語を学ぶために、カナダで最初に導入されました。これは、
英語だけを使っている地域に住んでいる子どもたちの間で、
とても高い効果をあげています。

1. JAPEC 英検 3月3日(土)
2. Cookinglish レジス先生の料理教室3月15日 (火) 10:00～13:00
3. Home Stay in Sabara 国内週末留学 2011年3月19日(土)10:00 ～
4. AKG Graduation 卒園式 3月25日(金） 10:30～11：30
5. AGORA BBQ 4月29日(金・祭日） レジス先生の家 12：00～
6. STEP 英検 第1回 6月11日(土)、第2回 10月15日(土)、その他
7. 児童英検 第1回 6月25日(土)、第2回 10月29日(土)、その他
8. Canada Day at AKG カナダ デー祭り 7月12日(火) 9:30～
9. AGORA Speaking Contest 校内スピーキング コンテスト 7月23日
10 . Tohoku Speaking Contest 東北スピーキング コンテスト 9月18日

教科の一つとして外国語を教えるいわゆる外国語教育とは
異なり、イマージョン教育では、算数や理科といった主要教
科を外国語を使って教えます。説明はすべて外国語でする。
子どもは言葉がわからなくても、先生の動作や表情を手が
かりに学んでいく。その過程で外国語を自然に身につけると
いうわけです。

2011年度海外旅行
年度海外旅行・
年度海外旅行・留学体験
• 2011年
年７月26日
日～29日
日 アゴラ サマーキャンプ
July 26th-29st AGORA Summer Camp

週末留学 Week-end Home Stay
The AGORA Week-End Home Stay Study Program is a great
chance to do intensive English studies in a foreign environment
without even leaving Fukushima!

アゴラのカリキュラムはこのイマージョン教育を基本とし、１０
０パーセント英語で授業をしています。アゴラの英語イマー
ジョン幼児園（AKG）は２０００年に始まり、二歳半以上の子
どもたちが毎日たっぷり英語に漬かって生活しています。彼
らは小学校に入るまで約３３６０時間も英語に浸るのです。

福島市あづま運動公園近くにあるAGORAの校長先生宅で行われ
る「週末留学」。 100％英語で過ごす1泊2日の内容は、外国人講
師から個別形式や集団形式の3時限のレッスンを受け、外国人講
師と共に、戸外1時間＋室内2時間のアクティビティを楽しみます。
夕食はレジス校長先生手作りのフランス家庭料理、そして朝食は
イギリス式で頂き、国際スタンダードマナーを学びます。
福島市にいながら、海外生活疑似体験が可能になる、最高の2
日間を一緒に過ごしましょう。

卒園生は、アゴラグレードスクール（AGS）に入ります。この
AGSのプログラムは、海外でしばらくの間生活していたこと
のある帰国子女の方にも最適です。そして一般の生徒向け
の英会話クラス（ALS）は、赤ちゃんからシニアの方までいろ
いろなレベルのクラスがあり、こちらも授業のすべてを英語
で行っています。短時間の会話クラスでも、１００パーセント
英語での授業なのでたくさん英語に浸ることができます。

1泊
泊2日料金
日料金 ¥10,500 (英語レッスン + 2食付、 保険込）

For the English version of this article please check the
Principal’s BLOG at agorago.com.

2011年3月19日(土)10:00アゴラ集合, 3月20日(日)10:00校長宅解散
申込は3月16日(水)まで

Friendly Reminder

Thought du jour
It was one of those March days when the sun shines hot
and the wind blows cold: when it is summer in the light,
and winter in the shade.
~Charles Dickens
それは 3 月のある日
のある日のこと、
のこと、 陽は温かく照
かく照っているが、
っているが、 風がまだ
冷たく吹
たく吹く：日向では
日向では夏
では夏、日蔭では
日蔭では冬
では冬

~ チャールズ・
チャールズ・ディケンズ

Cooking English!!
After a 4 month break Regis’s ‘Cookinglish’ class will
start up again in March. This month’s dish is Fish
Couscous, a variation of the popular North
African/Middle Eastern dish that uses lamb.
レジスのクッキングリッシュクラスが三月から再スタートしま
す。今月は北アフリカ・中東でよく羊を使って作られるクスク
スを、魚を使ってアレンジします。
楽しく英語
しく英語で
英語で会話しながらの
会話しながらの、
しながらの、ハーブを
ハーブを使った料理教室
った料理教室
日時

3月15日 (火) 10:00～13:00

参加費 アゴラ生徒・アゴラ会員3,000円、一般4,000円
料理教室会場 福島市佐原竹の森105-1（レジスの家）
内容

魚クスクス （仏: Couscous au poisson）

申し込みは024(534)4560
福島本部校 までおねがいします。
みは
までおねがいします。

1. チャレンジブックのクラスで合格できなかった
ページのテストは、オフィスに先生がいるとき
ならいつでも受けられます。5月から新年度に
なり、それぞれ一つ上のクラスに進級しますの
で、合格していないページは3月と4月の間に
再テストを受けるようにしましょう。
Challenge Book testing can be done at any
time teachers are available in the office. Please
be sure to get tested during March and April for
the pages that require extra testing.
2.

5月からの新年度に向けて、現在受講中のク
ラスを他の曜日、他の時間に変更したい、もし
くはクラスの事について先生と相談したいとい
う場合は、オフィスまでお申し込み下さい。
The new school year starts in May with some
changes to the schedule. If you wish to consult
a teacher regarding your classes please consult
the office.

3. Spring Break will be from March 29th to April
2nd. AGS starts up again on 8th, though there
will be a class on Monday the 4th.
ALSの春休みは３月２９日（火）から４月２日
（土）までです。AGSも３月２９日（火）から春休
みで、レッスンは８日（金）から始まりますが、４
日（月）はクラスがあります。
4. Please encourage your children to listen to the
Challenge Book and/or AGORA CDs. Whether
it be in the car or at home make it a fun activity
for the whole family.
お子さんがチャレンジブックやアゴラのCDを聴
くように、車の中やおうちで、家族で楽しみま
しょう。

New AGORA Teacher
4月から高野真智子先生が新しくAGORA
のスタッフに加わります。高校生の時３年
間アメリカに留学し、最近までカリフォルニ
ア州に3年間赴任しました。 英語が大好
きでネイティブと同じレベルです。 TOEIC
は970点を持っています。気軽に“Ｈｉと声
を掛けてくださいね。

Welcome to Machiko Kono, the newest member to the
AGORA team! Having attended high school in the
U.S. for 3 years and living in California for 3 more it is
no surprise that Machiko’s English is just as good if
not better than most native speakers! TOEIC: 970

• 2011年
年7月
月30日
日～8月
月7日
日 パリ＆プロヴァンス 小学生 ホームステー
July 30th – August 7th Paris & Provence Language Tour for children
• 2011年
年2011年
年11月
月6日
日～13日
日 パリ＆ロンドン めぐりツアー（10名以内）
November 6th -13th Paris & London Language Tour
• 2011年
年 ３月 オーストラリア ホームステイ＆英会話の勉強
March 2011 Australia 1 Week Home Stay & School （10名以内）

《新年度 新入会者 生徒募集！
生徒募集！》
毎年たくさんの生徒たちが、新しいお友達
をアゴラに紹介してくれます。そこで、感謝
の気持ちを込めて、新入会者をご紹介頂
いた方には、3000円分クオカードを 差し上
げます。みなさんどんどんお友達を紹介し
てくださいね。
Many students in the past have joined AGORA by word of mouth
and we continue to believe that this is the most effective way to
advertise. To show our appreciation we are very pleased to offer a
¥3000 QUO card for every student that you recommend to AGORA
and that signs up for lessons.

AGORA Program Information / カリキュラム案内
カリキュラム案内
1. New Baby & Mom Rythmic English Offered twice/week babies up to age 3 are introduced to
English, French, and Spanish through the use of fun songs and rhythmic activities.
2. Kinder & New Long Kinder Gym 4 times/week children aged up to 6 learn English through
songs, games, a story time, and gym activities where they learn new vocabulary in an active way!
3. Children’s English (6 to 12) has 2 types of classes covering 6 levels. Over 20 classes are
available and allow children to study up to 5 day/week.
4. New Eigo Note Class caters to 5th & 6th graders who have no prior knowledge of English. This
class uses the Eigo Note teaching material to help children enjoy English at elementary school.
5. J.H. English in two formats: (1) General Conversation using the New Horizon book, and (2)
TOEIC/EIKEN Preparation.
6. High School/Adult Lessons are available in both English, French, and Spanish 5 times/week.
1. ベビー＆
１回40分
分） ０～３歳までのお子
ベビー＆マム リトミック英会話
リトミック英会話・
英会話・フランス語
フランス語クラス・
クラス・スペイン語
スペイン語(１
さんのクラスに新カリキュラムを導入し、歌や本、ゲームなどで楽しく英語を学べるクラスです。
2. キンダー(50分
分） ロングキンダー GYM (90分
分）では50分間の英会話レッスンのほかに、
キンダー 分・90分
では
跳び箱、マット、ボール、ロープ、などの２つずつ授業として取り入れています。
3. 小学生クラス
分） ２タイプ、６つのレベルに分かれ、１週間の中で20クラス以上ある中
小学生クラス(50分
クラス 分・90分
から、レベルに合ったレッスンを選ぶことができ、最大で週５日学ぶことができます。
4. 英語ノートクラス
分) 公立小学校では、５・６年生で英語が授業として始まりま
英語ノートクラス・
ノートクラス・初心者向け
初心者向け(50分
す。学校と同じ「英語ノート」テキストを使ったレッスンが受講できます
5. 中学生クラス
中学生クラス ６０分の英会話クラスと９０分の英検準備クラスがあります、その他にも学校の
授業に対応した、ニューホライズンのクラスがあります。
6. 高校生・
高校生・社会人クラス
社会人クラス 英語とフランス語のクラスがあり、週５回のレッスンの中からお好きな時
間を選ぶことができます。

アゴラ校内英語
アゴラ校内英語スプリング
校内英語スプリング プログラム
サマープログラム ３月２９．
２９．３０．
３０．３１．
３１．４月１日
今年もまたアゴラでは、幼児～３年生までを対象とした４日間の春休み特別プログラムを開催し
ます。クラスは１０：３０～１３：００で英語のレッスン、歌、英語でのアクティビティ（アロマ、ミュージッ
ク、スポーツ）、外国人講師と園庭でのランチ、そして帰りの会をしてプログラム終了となります。
受講料
４日間 ９４５０円
会場 桃見台、
９４５０円
桃見台、 アゴラ郡山校
アゴラ郡山校
The AGORA SPRING PROGRAM, 3/29 to 4/1, is ideal for children aged 3 to 9. Classes run from
10:30 to 13:00 and include songs, an English lesson, a special English activity (Aroma, Music,
Sports) everyday, and lunch with the foreign staff. For more info. please contact the AGORA office.

