
Spring Trial Lesson －春の体験レッスン－ 3/25（木）～4/7（水）

〔乳幼児コース〕対象：0歳～新年長

通常開講レッスンに体験生としてご参加頂けます。講師やクラスの雰囲気をご覧いただける貴重な機会に、是

非ご体験ください！

＜Spring Trial Lesson 乳幼児コース スケジュール＞

※いずれか１日をご体験頂けます。

※4月に体験し、４月にご入学頂く場合は、トライアルレッスンも４月学費に含まれます。

※最新の空き状況はアナップまでお問合せください。

〔申込方法〕

〇教室へお電話（0798-63-2000）

〇Anup ホームページよりWeb問い合わせ

クラス 対象 日時

Baby ベイビー 2020 年 4 月～ 2020 年 9 月生まれ ご相談ください。

Tiny タイニー 2019 年 4 月～ 2020 年 3 月生まれ ご相談ください。

Little Bear リトルベア 2018 年 4 月～ 2019 年 3 月生まれ
3/31（水）15:20-16:10

4/7（水）15:20-16:10

Kiddy Bear キディベア 2017 年 4 月～ 2018 年 3 月生まれ

3/27（土）12：30-13：20

3/29（月）15：20-16：10

4/3（土）12：30-13：20

4/5（月）15：20-16：10

Smiley スマイリー 2016 年 4 月～ 2017 年 3 月生まれ

3/25（木）15：20-16：10

3/27（土）15：10-16：00

4/1（木）15：20-16：10

4/3（土）15：10-16：00

Happy ハッピー 2015 年 4 月～ 2016 年 3 月生まれ

3/29（月）15：20-16：10

3/27（土）9：40-10：30

3/27（土）12：30-13：20

4/3（土）9：40-10：30

4/3（土）12：30-13：20

4/5（月）15：20-16：10



※スケジュールは変更される場合がございます。 最新の空き状況、スケジュールはアナップ受付までお問い合わせください。
※開講可能人数に満たない場合、開講しない可能性もございます。ご了承ください。

コース乳 幼児
楽しみながら学んで、どんどん吸収。
0 歳から 6 歳までの乳幼児コース

開講スケジュール

英語で遊べるイベント

学費 ※全て税抜表示

クラス名 時 間 対 象 定 員 保護者同伴

40分 5名 〇

〒663-8204 西宮市高松町 5-22 阪急西宮ガーデンズ ゲート館 5F

0798 63 2000- -
（受付｜平日 11：30～ 19：00 ／土曜 10：00～ 17：00）

詳しくはアナップの
ホームページへ

検 索アナップ　英語

Baby Tots
ベイビートッツ 2020 年 4月～ 2020年 9月生まれ

40分 5名 〇Tiny Tots
タイニートッツ 2019 年 4月～ 2020年 3月生まれ

50分 5名 〇Little Bear
リトルベア 2018 年 4月～ 2019年 3月生まれ

50分 6名 -Kiddy Bear
キディベア 2017 年 4月～ 2018年 3月生まれ

50分 6名 -Smiley
スマイリー 2016 年 4月～ 2017年 3月生まれ

50分 6名 -Happy
ハッピー 2015 年 4月～ 2016年 3月生まれ

アナップでは、総合的な英語力を身に付けるための指標として、英検®
に対応したオリジナルカリキュラムを高校生コースまで一貫してデザイン
しております。幼児期だけではなく、お子様の将来を豊かにするスキル
として英語を活用していただくために、週１レッスンだからこそ長いスパ
ンで最も効率よく身に着けることができる学習環境を提供いたします。
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生後半年～1歳

ベイビートッツ
BabyTots

2 歳

タイニートッツ
Tiny Tots

3 歳

リトルベア
Little Bear

4 歳（年少）

キディベア
Kiddy Bear

5 歳（年中）

スマイリー
Smiley

6 歳（年長）

ハッピー
Happy

保護者アンケート満足度
（2020年度 10 月実施）

※イベント時期、内容はイメージです。

Baby Tots ベイビートッツ

Tiny Tots タイニートッツ

Little Bear リトルベア 水 15：20-16：10

開講日 時 間

ご相談下さい。

ご相談下さい。

クラス

Kiddy Bear キディベア 土 13：35-14：25

ベイビートッツ
タイニートッツ なし なし10,450 円

リトルベア

11,000 円 13,200 円

クラス 入学金

キディベア

月学費

2,079 円

5,830 円

年間教材費

リトルベア

キディベア

Smiley スマイリー
木 15：20-16：10

土 15：10-16：00

Happy ハッピー

月 15：20-16：10

土 9：40-10：30

土 12：30-13：20

2021 年 3月～ 2022年 2月

10月
“Halloween

              Party” 
ハロウィン

12月
“Christmas

             Party” 
クリスマス

3/4月

“Easter” 

イースター

8 月

“Picnic” 

ピクニック



Baby Sign Language (BSL)を取り入れたカリキュラム

言葉の理解を
早める

ＢＳＬとは手話や身振り・手振りのジェスチャーを使って乳幼児とコミュニケーショ
ンを行うジェスチャーを指します。BSL は、90 年代に児童心理学者によって提
唱され、アメリカでは非常にポピュラーな育児法です。

Baby・Tiny Tots

「サインを見る：視覚」「声を聞く：
聴覚」「サインを出す：体感覚」、
この 3 つの行為によって、言葉と
意味が結びつきやすくなります。

1 脳神経の発達を
促す
日本語だけの環境にいると、生後
6 ヶ月頃から英語の回路となる可能
性のあったニューロンが消え、言語
を聞きわける能力が低下します。こ
の時期にＢＳＬを取り入れて英語に触
れることで、脳のネットワークを増
やすことができます。

2 アウトプットを
可能にする
話すのに必要な口や発生器官の発
達よりも、手や腕を動かす筋肉の
発達の方が早いため、BSL を使う
ことで、一方的なインプットだけで
なく、赤ちゃんがアウトプットしな
がら英語を学べるようになります。

挨拶、自己紹介、曜日、月、天気、アルファベット、
身の回りの単語をフラッシュカードを用いて繰り返し学
び、定着を図ります。

乳・幼児コースは月齢に応じたカリキュラムで、美しい発音や豊かな表
現力、英語を使ったコミュニケーションの楽しさを学び今後の英語学習の
基盤を作ります。
小学生からは、学齢に関わらず完全にレベルでクラスをわけ、資格の取
得を目指したカリキュラムへと移行します。

3

リトルベア キディベア スマイリー ハッピー

年間学習単語数 （ ）は英検頻出単語数

315
(126)

476
(194)

474
(200)

480
(200)

ネイティブ講師の美しい
発音を聞いたままリピー
トでき、挨拶、名前、年
齢など、英語で聞かれて
答えることができるよう
になります。英語の指示
を聞き、ワークブックに
も取り組みます。

天気、曜日、気持ちなど、
簡単な質問に単語ではな
く文章で答えることがで
きます。フォニックス（英
単語を読むルール）の基
礎も本格的に学び始めま
す。Kiddy Bear からプ
レゼンテーションが始まり
ます。

アルファベットを書く練習
が始まります。ほぼ全て
のネイティブ講師の英語
の指示を理解することが
できます。
“What color  do you 
like?” など、好きなもの
に関する質問に、“I like 
～ .” と文章で答えること
ができます。

パズルを用いて３文字以
上の単語を読む練習を始
めます。
“turn off the lights”（電
気を消す）、“like ～ ing”
（～するのが好き）など、
動詞を使ってプレゼンテー
ションを行います。小学生
PiCK コースに進級する準
備となる１年です。

資格取得へとつながるカリキュラム

アナップのこだわり

最年少合格者（帰国子女を含まない）
１級

準１級
２級

準２級
３級
４級

中 3生
小 4生
小 4生
小 2生
小 2生
小 1生

週1回でここまで学べる 圧倒的学習量！

ネイティブ講師+日本人アシスタントのW担任制

オリジナルフラッシュカード
幼児期に聴くと、集中力、想像力、創造性が高まり、「脳に
筋肉をつける」と言われる音楽をたくさん用います。子供た
ちは聞こえたまま歌うことで、自然な発音やイントネーショ
ンを学ぶことができます。

音楽・リズム遊び

年間２回、ネイティブの質問に
英語で答えるプレゼンテーショ
ンを開催いたします。英語力は
もちろんの事、プレゼン力、表
現力、自信を育み、保護者の
皆様には成長を感じて頂ける機
会となります。

聞こえた音をそのまま発音することができる幼児期に聞かせる発音は、非常に重要です。
だからこそアナップは英語圏出身のネイティブ講師に拘ります。またバイリンガル日本
人講師がアシスタントとしてサポートしますので、安心してお子様をお預け頂けます。

プレゼンテーション
（キディベア以上）

塗り絵やシールを使った楽しい
アクティビティを通して色・形・
数字などを学びます。
スタンプシートがコンプリート
できたら、プレゼントがもらえ
るという、子供心をくすぐるお
楽しみつき。

ホームワーク
（キディベア以上）

授業で使用するダンス動画をご
家庭でもお楽しみ頂けます。

動画
（キディベア以上）

（0-2歳）

Little Bear ～ Happy Tots（3歳～年長）


