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「amitybox」のリリース以来、
大きな反響が寄せられています！
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アミティーでは今春、当校に在籍する生徒さん・保護者の方へのケア・サポート向上を図る
一環としてオリジナルアプリ「amitybox」をリリース。従来のCD教材に代わる新しいデジタル
コンテンツやオンラインレッスン動画iAOD®をアプリを通じて配信し、家庭学習の利便性が
大きく向上しました。
このamityboxはリリース直後から、多くの保護者の皆様や、各学校のスタッフからも大きな
反響・評価が寄せられています。今回のアミティー通信では、そうした保護者の皆様やスタッフ
からのファーストインプレッションの一部をお届けいたします。
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From Students & Parents

amitybox

「こんなアプリがほしかった！」と大感激です。
今までのCD教材は聴きたいトラックナンバーを

選んであげるのが面倒でしたし、レッスン動画も都度メールで
URL・パスワードを確認する手間がありました。でもアプリでは
観たいコンテンツに素早くアクセスでき、とても便利！
またsound pocketのコンテンツは、ひとつひとつがコンパクト
で幼児でも集中して楽しめます。特に歌や絵本の動画が大好き
で、「もう1回」「もう1回」と何度もせがまれます。

自分のスマホにアプリをインストールしました。
少しのスキマ時間などを使うことで、今までよりも

手軽に英語学習ができるようになったと感じています。
sound pocketの動画・音声コンテンツは、再生速度を1.25倍
から2倍速まで自由に設定できるのも大きなメリット。英検®・
TOEIC®などに向けてより早い英語を聴き取る訓練をしたり、再生
スピードを調整しながらディクテーションに挑んだりと、今の自分
に必要な力をきたえるために、便利に活用できます。

amityboxのリリースからわずかの期間で、生徒
さん達に確かな成果が表れています。amityboxで

予習・復習をすることで、多くの子供達がレッスンで自信をもって
大きな声で発話でき、アクティビティーでも積極性が増しています。
またamityboxは、低年齢の歌のコンテンツでは日本語の訳詞も
表示できるなど、保護者の方にもお子様の学習をしっかりと
理解・サポートしていただけるようになっています。
多くの方に、より積極的にamityboxを活用していただきたいです。

amityboxでは従来のCD教材やwebブラウザでの
動画視聴よりも手軽・身近に活用できます。低年齢の

生徒さんは親子で英語を楽しむ時間が増え、また高学年の生徒
さんはさらに自発的に家庭学習に臨むようになったというお声を
たくさんお聞きしています。
アプリで予習をしてくださる生徒さんが増えることで、レッスンでは
より応用・発展的なアクティビティーに時間を割くこともでき、アミ
ティーの生徒さんのさらなる英語力アップにつながっています。

すごい進化！
親も子供も大喜びです！

（年少さんの保護者様） （中学2年生の生徒さん）

英検®・TOEIC®対策や
ディクテーションの訓練に！

導入直後から、早くも成果を実感！

（日本人教師）

より高度なレッスン展開が可能に！

（外国人教師）

From Teachers
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アミティーの家庭学習教材がますます充実！
当校では昨秋から今春にかけて、幼児期やビギナーの生徒さん対象の家庭学習教材を大幅に拡充しました。新しい家庭学習教材では、
英語の読解力を身につけたり、英語の書き取りや初歩的なフォニックスが学べます。各教材とも、楽しく学習に取り組んでいただけるように
工夫を凝らしていますので、積極的に活用して英語力をしっかりと高めましょう！

Storybook Readerシリーズ

大人気の絵本教材と併用し、英語を読んで理解する力を向上！
英検5級・4級にむけたスタートアップ教材としても◎！
従来から多くのお子様にご活用いただいてきた絵本教材シリーズと
あわせて活用いただくドリル教材です。CD付きの絵本教材で
英語のストーリーを楽しむとともに、ドリル教材に取り組むことで
物語の内容や登場する単語・フレーズ、文法の理解をより確かなものに

宇宙の語彙・形容詞・動詞 名詞・動詞・熟語・未来形・過去形等の日常会話表現

Pre-PHONICS シリーズ

楽しみながら英語の読み書きに親しみ、フォニックスの初歩や、語彙力も大きく伸ばせます！
アルファベットや発音に親しめるドリル教材です。英語の文字や
筆記具に親しむとともに、文字を書きながら発話することで初歩的な
フォニックスが体得できます。鉛筆やクレヨンを使って楽しく学べるよう
に工夫しており、大きな文字でなぞり書き・模写練習から始められます。

大文字26文字と単語の
読み書き練習

（アルファベット順）

小文字26文字と単語の
読み書き練習

（アルファベット順）

大文字26文字と単語の
読み書き練習

（短母音・単子音の種別順）

小文字26文字とフレーズの
読み書き練習

（短母音・単子音の種別順）

幼児用英語ノート

親子で楽しくアルファベット・単語・フレーズの書き取り練習！
幼児期から文字の学習に取り組むお子様や、英語を初めて学ぶ小学1年生に最適なオリジナル英語
ノートが新登場。大きな4線になっていますので、まだ鉛筆が持てないお子様も、クレヨンを使って
書き取り練習ができます。Pre-PHONICSで学習したアルファベットや単語・フレーズの繰り返し練習
にも最適。おなじみのamity bearをあしらったかわいらしいデザインもあいまって、親子で楽しくアル
ファベットや単語、フレーズの書き取り練習に取り組んでいただけます。
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●WHERE IS MY MOTHER? ●Anna’s Rocket ●Eric & Katie’s DREAM

●Pre-PHONICS 1 ●Pre-PHONICS 2 ●Pre-PHONICS 3 ●Pre-PHONICS 4

対象：幼児～小学生

対象：幼児・学習初期の小学生

対象：幼児～小学1年生

動物名・色・形容詞・動詞・日常表現
♦主な学習内容♦ ♦主な学習内容♦♦主な学習内容♦

できます。設問のレベル・内容や出題形式は英検5級・4級相当となって
います。ご存じのとおり、当校では多くの生徒さんが低年齢から
英検に積極的に取り組んでいますが、そうした生徒さん達のスタート
アップ教材としてもぜひおすすめしています。

またドリルには、普段レッスンでは学習しない単語も登場し、語彙力も
大きく伸ばせます。1ページの学習は短時間で終えられますので達成感
がたっぷり味わえ、また定着を高めるために同じドリルを2冊、3冊と
繰り返し学習するのもおすすめです。

英検5級
対応

英検
5～4級
対応

英検
5～4級
対応
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言葉の定着を確かなものにするために、アミティーでは週2・3・4レッスンの受講をお勧めしています。当校のレギュラー・プラクティカル・インタラクティブ
各コースや、小6からのレギュラー文法クラスは、どれもが欠かせないものです。また資格テスト対策クラスも人気の高いクラスです。

週2回、3回と、より積極的なレッスン受講をお勧めしています。

教師を完全に独り占めするプライベートレッスンは、低学年はリラックスした環境
の中で安心してのびのび学習でき、高学年は、学習目的・レベル等に応じた個別のアプローチ
が可能。特に学習効果が高いプレミアムなレッスンとしてお勧めしています。

学習効果の高いプライベートレッスンをお勧めしています。

スクールコースプリスクールコース

●レギュラーコース
基礎から実践まで日本人教師が
きめ細かに指導

●プラクティカルコース
外国人教師とのDrillingなレッスン
で実践的な英語を習得

●インタラクティブコース
米国の同年代の子供が使う
英語版教育ソフトを使用

●レギュラー文法クラス（小6～）
文法知識を身につけ
学校英語・受験英語にも対応

週1回 ベーシックコース

●レギュラー&プラクティカルコース
●レギュラー/プラクティカル&
　インタラクティブコース
●文法&プラクティカル など

週2回 スタンダードコース

●レギュラー&プラクティカル&インタ
●文法&プラクティカル&インタ など

週3回 マスターズコース

●レギュラー&プラクティカル&インタ&文法 など

週4回 イマージョンコース

●レギュラー&プラクティカルコース など
週2回のレッスンで、よりしっかりと言葉を吸収

週2回 デュアルコース

●レギュラー&プラクティカル2回 など
週3・4・5レッスンでたっぷりと英語に浸る

週3回～ イマージョンコース

●レギュラーコース
小さなお子様も安心の日本人教師レッスン

●プラクティカルコース
ネイティブの英語に触れる外国人教師レッスン

週1回 ベーシックコース

●月謝制プライベートレッスン レギュラーコースなど、通年型の学習コースの受講に
最適です。

●一括回数制プライベートレッスン 特別な目的・目標に合わせた個別プログラムを設定。

プレミアムコース

追加受講のご案内

いま募集中の、期間限定の追加受講コース・クラス
＊2022年度第1回 英検®二次対策クラス

＊TOEIC Bridge®L&R Test対策レッスン

＊2022年度第2回 英検®受験対策クラス

6月5日の一次合格者や、一次免除で7月3日・10日の二次試験を受験する
生徒さんを対象に面接試験への対策を行います。

8月21日～27日に実施予定のIPテストに向けて、60分･100問という集中力･即断力
を要するテストへの対策を図り、実力発揮を目指します。

＊TOEIC®L&R Test対策レッスン

＊シーズンセミナー・インタラクティブセミナー・プログラミングセミナー

8月21日～27日に実施予定のIPテストに向けて、120分・200問のテストに対応
できるテクニックや即断力をみがき、高スコアをねらいます。

夏休みを利用し、短期集中で個別学習に取り組みます。
10月9日に一次、11月6日・13日に二次試験が実施される2022年度第2回英検®
での各級合格に向けた対策に取り組みます。

InformationInformation ～アミティーからのお知らせ～～アミティーからのお知らせ～

アミティーでは、より効果的に学習に取り
組んでいただくために、全てのお子様を対象と
したカウンセリングを年2回開催しています。
2022年度前期のカウンセリングは、7月20日
までの日程で開催中です。今期も多くの
学校で、感染症予防のためお電話での
実施をお願いしています。各学校よりご案内
をさしあげた際は、ご協力をよろしくお願い
いたします。

アミティーではお子様の学習のご様子やその
成果を直接ご覧いただく機会として、毎年
6月と11月に授業参観を実施してきました。
しかし、相変わらず新型コロナウイルス流行
の終息が見通せないことから、2022年度
前期も授業参観の開催を見合わせることと
させていただきました。保護者の皆様に
は、ご理解いただきますようよろしくお願い
いたします。

積極的な学習の応援として、家庭学習教材の
特別販売を実施中。
在校生に限りフェア価格でご購入いただけます。

対象コース・クラス・レッスンの追加受講をお申し込みの
方は、ご希望によりさらに4回までのプライベートレッスン
を特別授業料で受け付けています。

ハイブリッドレッスンは、その日のご都合に合わせて、教室での
対面授業か、ご自宅等でのオンラインレッスンが選択可能。
i Lesson®のデジタルコンテンツを活用することで、オンライン
でも教室さながらの質の高いレッスンを提供できます。
感染症の流行が心配される時期や、お子様・保護者の方の
事情で通学が難しい時でも、お休みすることなくレッスンが
受けられます。

当校では、お子様･保護者の方と学校との連絡手段として、アミ
ティースクールメールへのアドレスのご登録を皆様にお願いして
います。このスクールメールは、日常連絡のほか、災害発生時等
の緊急連絡網としても活用しています。まだ登録ができていない
方や、登録アドレスの変更を希望される方は、事務局・担当教師
まで必ずお知らせをお願いいたします。

スクールメールへのアドレス登録をお願いします。
検温の
実施。

マスク・
フェイス
シールド
着用。

サーキュ
レーター等を
使用し常に
換気。

アクリル
パーテーション
等の設置。

手指用の
消毒液の
設置。

アルコール
消毒の実施。

レッスン
毎の清掃。

学習カウンセリングを
実施しています。

家庭学習教材フェア
8月10日（水）まで実施中

学習応援キャンペーン
8月31日（水）まで実施中

ハイブリッドレッスンでの受講も
お勧めしています。

安心して学習に取り組めるよう、感染予防対策を実施しています。

授業参観は、今期も開催を
見合わせることといたしました。
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