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英語を始めるのに年齢は関係ありません。英語を楽しむクラスです。
ゆっくりくりかえし英語に慣れるところから始めましょう。
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金沢本部
金沢本部
金沢南スタジオ
アル・プラザ鹿島
イオンタウン野々市
イオンタウン野々市
イオンタウン野々市
金沢福祉専門学校

9/9・16
9/8・15
9/6・20
9/2、10/7
9/13・27
9/5・19
9/5・12
8/29、9/5

࿚ᡧㄴ㗫ಌㄴၹ㗉
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金沢本部
金沢本部
金沢本部
金沢南スタジオ
金沢南スタジオ
イオンタウン野々市
イオンタウン野々市
イオンモール白山
イオンモールかほく
イオンモールかほく 初級
イオンモールかほく 中級

9/6・13
9/6・13
9/6・13
9/5・26
9/6・20
9/5・26
9/6・27
8/29、9/5
9/9、10/14
9/9、10/14
9/9、10/14

ன
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中学校の参考書をテキストに Hello!
から始めましょう。
火9：30〜10：15
火10：30〜11：15
火11：30〜12：15
第1・3月14：10〜14：55
第1・3火11：00〜11：45
第1・3月10：00〜10：45
第2・4火11：00〜11：45
月11：10〜12：00
第2・3・4金10：15〜11：00（入門）
第2・3・4金11：10〜11：55（初級）
第2・3・4金12：05〜12：50（中級）

Յខୟᶝ௸ᬶyشᶞ

5,940円（月3回）
5,940円（月3回）
5,940円（月3回）
3,960円（月2回）
3,960円（月2回）
3,960円（月2回）
3,960円（月2回）
6,600円（月4回）
4,950円（月3回）
4,950円（月3回）
4,950円（月3回）

ㄴၹ㗉೭ട ഞሠ㯀ഌ
͎ڕ

金沢南スタジオ
金沢南スタジオ
金沢南スタジオ
イオンモール白山
イオンモール白山
西金沢

͢ᮣ

8/30、9/6
8/30、9/6
8/30、9/6
9/2・9
9/1・8
9/5・12

ன

火13：50〜14：50
火15：00〜16：00
火19：00〜20：00
第1・2・3金20:00〜20:55
第1・2・3木19:05〜19:50
第1・2・3月19:30〜20:30

Յខୟᶝ௸ᬶyشᶞ

9,680円（月4回）
9,680円（月4回）
9,680円（月4回）
8,250円（月3回）
5,940円（月3回）
5,940円（月3回）

必ず事前にお申し込みください。
Ɣဏơᡃǉ
ƔգƎӴǙƥ
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9/6・13

火10：00〜10：55

11,000円（月4回）

金沢本部 初中級

9/7・14

水10：00〜10：55

11,000円（月4回）

金沢本部 初中級

9/7・14

水19：00〜19：55

11,000円（月4回）

金沢本部 中級

8/29、
9/5

月19：00〜19：55

11,000円（月4回）

金沢本部 中級

9/10・17

土12：00〜12：55

11,000円（月4回）

金沢本部 中級

9/6・13

火11：00〜11：55

11,000円（月4回）

金沢本部 中級

9/6・13

火11：00〜11：55

金沢本部 中級

9/10、
10/8

第2土14：00〜15：00

࿚ⶳ䈰ㄴ←⓬䈺ⶳ䈱
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11,000円（月4回）
2,200円（月1回）
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ファッション、料理、ワインに興味がある方にも
おすすめの言語です。

韓国ドラマなど韓国の文化について話し合ったり、
いきいきとした使える韓国語を学びましょう。
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日本人になじみやすく学びやすい外国語です。
一人一人のレベルに応じた細やかな指導が人気です。
ドラマも映画も旅行も、もっと楽しめるようになります。

㖧国語・中国語・フランス語
イタリア語・スペイン語 対象レベル
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金沢本部 初級

9/10・17

土11：00〜11：55

11,000円（月4回）

11,000円（月4回）

金沢本部 入門

9/7・14

水19：00〜19：55

11,000円（月4回）

Յខୟᶝ௸ᬶyشᶞ

金沢本部 中級

8/29、
9/5

月19：00〜19：55

月20：00〜20：55

11,000円（月4回）

金沢本部 中級

9/7・21

第1・3水19：00〜20：30

6,600円（月2回）

金沢本部 初級

9/6・13

火13：00〜13：55

11,000円（月4回）

9/7・14

水10：00〜10：55

11,000円（月4回）

金沢南スタジオ 中級

8/31、
9/7

水 11：15〜12：15

9,680円（月4回）

金沢本部 入門

9/6・13

火11：00〜11：55

11,000円（月4回）

金沢本部 初級

9/9・16

金11：00〜11：55

11,000円（月4回）

金沢南スタジオ 上級

9/2・9

金 19：00〜20：00

9,680円（月4回）

金沢本部 中級

8/29、9/5

月18：45〜19：40

11,000円（月4回）

金沢本部 入門

9/7・14

水11：00〜11：55

11,000円（月4回）

金沢南スタジオ 中級

8/29、
9/5

月10：15〜11：15

9,680円（月4回）

金沢本部 中級

9/8・15

木13：00〜13：55

11,000円（月4回）

金沢南スタジオ 入門

9/1・8

木13：30〜14：30

9,680円（月4回）

金沢南スタジオ 中級

8/29、
9/5

月11：15〜12：15

9,680円（月4回）

金沢本部 上級

9/8・15

木14：00〜14：55

11,000円（月4回）

9/7、
10/5

第1・3水19：00〜20：00

4,609円（月2回）

金沢南スタジオ 中級

8/31、
9/7

水10：15〜11:15

9,680円（月4回）

金沢本部 中級

9/15・29

第1・3木15：15〜16：15

͎ڕ
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金沢本部 初級

8/29、
9/5

金沢本部 初級

金沢本部 中上級

9/6・13

火12：00〜12：55

11,000円（月4回）

金沢本部

8/29、
9/5

月20：00〜20：55

11,000円（月4回）

七尾

金沢本部 上級

9/7・14

水11：00〜11：55

11,000円（月4回）

イオンモールかほく 初級

9/6、
10/4

第1・3火10：15〜11：15

3,960円（月2回）

金沢南スタジオ 中級

8/31、
9/7

水19：00〜20：00

9,680円（月4回）

金沢本部 中級

9/10・17

土12：00〜12：55

第2・4火19：30〜20：30

4,840円（月2回）

イオンモールかほく 初級

9/1、
10/6

第1・2・3木19：20〜20：05

6,600円（月3回）

金沢南スタジオ 中級

9/2・9

金12：30〜13：30

9,680円（月4回）

金沢南スタジオ 上級

8/29、9/5

月14：10〜15：10

9,680円（月4回）

金沢南スタジオ 翻訳コース 9/13・27

初級

5,500円（月2回）
8,800円
（月4回）
※別途ドリンク代

金沢南スタジオ 初級

9/5・12

月15：50〜16：50

9,680円（月4回）

コンフォモール内灘 入門

9/7、
10/5

第1・3水14：00〜15：00

4,840円（月2回）

イオンモールかほく 中級

9/6、
10/4

第1・3火11：30〜12：30

3,960円（月2回）

イオンモールかほく 初級

9/2、10/7

金19：00〜19：55

9,680円（月4回）

金沢南スタジオ 中上級

9/6・13

火19：00〜20：00

9,680円（月4回）

コンフォモール内灘 初級

9/7、
10/5

第1・3水15：00〜16：00

4,840円（月2回）

コンフォモール内灘 中級

9/7、
10/5

第1・3水16：30〜17：30

4,840円（月2回）

イオンモールかほく 中級

9/2、10/7

金20：00〜20：55

9,680円（月4回）

イオンモール白山 中級

9/1・8

第1・2・3木 20：00〜20：45

5,940円（月3回）

イオン金沢 入門

9/5・12

第1・2月10：40〜11：40

4,840円（月2回）

イオン金沢 中級

9/5・12

第1・2月 9：30〜10：30

4,840円（月2回）

イオンタウン野々市 入門

8/30、9/6

火13：30〜14：30

9,680円（月4回）

イオン金沢 初中級

9/2・16

第1・3金11：00〜12：00

4,840円（月2回）

イオン駅西 初級

9/1・15

第1・3木19：30〜20：30

4,840円（月2回）

イオンタウン野々市 上級

9/2・9

金17：00〜18：30

9,680円（月4回）

イオン松任店 初級

9/14・28

第2・4水13：00〜14：00

4,840円（月2回）

金沢福祉専門学校 中級

8/29、
9/5

第1・3月10：00〜10：55

4,840円（月2回）

西金沢 入門

9/6・20

第1・3火19：45〜21：15

6,600円（月2回）

イオンタウン野々市 中級

9/2・9

金18：40〜19：40

9,680円（月4回）

イオン松任店 入門

9/14・28

第2・4水14：05〜15：05

4,840円（月2回）

西金沢 入門

9/1・8

第1・2・3木10：00〜11：30

8,250円（月3回）

イオンタウン野々市 中級

9/7・14

水20：40〜21：55

9,680円（月4回）

小松教室 入門

9/7・21

第1・3水14：30〜15：30

4,840円（月2回）

イオンモール白山 初級

9/7・14

水19：00〜19：50

6,996円（月4回）

イオンタウン野々市 中級

9/7・14

水19：30〜20：30

9,680円（月4回）

加賀教室 初級

8/27、9/3

土13：00〜14：00

9,680円（月4回）

イオンモール白山 入門

9/7・14

水20：00〜20：50

6,996円（月4回）

イオンモール白山 中級

9/1・15

第1・3木12：15〜13：45

6,600円（月2回）

アピタ松任店

入門

9/1・15

第1・3木16:10〜17:10

4,840円（月2回）

イオン小松店 中級

9/13・27

第2・4火14：00〜15：00

4,950円（月2回）

Յខୟᶝ௸ᬶyشᶞ

アピタ松任店

入門

9/1・15

第1・3木17:10〜18:10

4,840円（月2回）

小松教室 中級

8/27、
9/3

土11：40〜12：40

7,260円（月3回）

9/1・15

第1・3木18:15〜19:45

7,260円（月2回）

ഏഎኮ࿚ᗠ㗫
初めて中国語を学ぶ方を対象にした入門クラス、少し学
習経験のある方を対象とした中級クラス、幅広く会話を
学ぶ上級クラスがあります。
͎ڕ
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金沢本部 初級

9/8・15

木19：00〜19：55

11,000円（月4回）

アピタ松任店

初級

金沢本部 上級

9/8・15

木20：00〜20：55

11,000円（月4回）

アピタ松任店

入門

9/1・15

第1・3木19:50〜20:50

4,840円（月2回）

金沢南スタジオ 中級

8/27、
9/3

土11：00〜12：30

9,680円（月4回）

イオン小松店 初級

9/12・26

第2・4月17:30〜19:00

7,370円（月2回）

金沢南スタジオ 入門

8/29、
9/5

月19：00〜20：00

9,680円（月4回）

イオン小松店 初級

9/12・26

第2・4月19:10〜20:40

7,370円（月2回）

金沢南スタジオ 初中級

8/29、
9/5

月20：10〜21：10

9,680円（月4回）

小松教室 初級

8/27、
9/10

第2・4土13:20〜14:50

7,260円（月2回）

金沢本部 初級

9/8・15

イオンモール白山 入門

9/1・15

第1・3木20:00〜20:50

3,960円（月2回）

小松教室 入門

8/27、
9/10

第2・4土15:00〜16:00

4,840円（月2回）

金沢本部 初級

イオンモール白山 初級

9/1・15

第1・3木19:00〜19:50

3,960円（月2回）

イオン加賀の里店 入門

9/3・17

第1・3土17:00〜18:00

4,840円（月2回）

イオンモール白山 入門

9/1・15

第1・3木10:10〜11:00

3,960円（2月回）

加賀教室 入門

9/3・17

第1・3土15:00〜16:00

4,840円（月2回）

金沢本部
（金沢市南町北國新聞会館９階）

月曜〜金曜／9:30〜20:00
ӗ˅᧔ 土曜／9:30〜17:00 日曜・祝日／休み
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金沢本部 初中級

͎ڕ

日本語が堪能なネイティブ講師が、ゆっくり優しく、ユーモアを交えて指
導します。
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レベル別にクラス編成しています。気軽にご体験下さい。

11,000円（月4回）
金10：00〜10：55
11,000円（月4回）
木10：00〜10：55
第1・3火 10:00〜10:50 4,400円（月2回）
9,680円（月4回）
金10：30〜11：30
第2・4火10：00〜10：50
4,400円（月2回）
11：00〜11：50
4,400円（月2回）
第1・3月10：30〜11：30
第1・2・3月11：40〜12：40 7,260円（月3回）
第1・3月11：00〜11：55 4,840円（月2回）

ன

対象レベル

076-260-3535

金沢福祉専門学校（金沢市久安）
イオンモール白山（白山市横江町）
スコール金沢（金沢市広岡）

金沢南スタジオ
（金沢市額谷）

076-296-1212

ഏഎኮೇೢ㗫
イタリア語は発音がとても簡単で、綴り字も
ローマ字のように覚えやすく、最も日本人向
けの言語です。

ഏഎኮೇഖ㗫
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ローマ字読みで発音しやすく学びやすい言語です。
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金沢本部 初級

9/8・15

木13：00〜13：55

11,000円（月4回）

木19：00〜19：55

11,000円（月4回）

金沢本部 上級

9/8・15

木14：00〜14：55

11,000円（月4回）

9/7・14

水19：00〜19：55

11,000円（月4回）

金沢本部 中級

9/7・14

水20：00〜20：55

11,000円（月4回）

金沢本部 上級

9/7・14

水20：00〜20：55

11,000円（月4回）

金沢南スタジオ 中級

8/29、9/5

月13：00〜14：00

9,680円（月4回）

スコール金沢 入門

9/9・30

第2・4金19：00〜19：55

4,840円（月2回）

金沢南スタジオ 入門

8/29、9/5

月11：50〜12：50

9,680円（月4回）

͎ڕ
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イオン金沢（金沢市福久） イオンタウン金沢駅西（金沢市駅西本町）
西金沢駅前（金沢市米泉町） イオンタウン野々市（野々市市白山町）
アピタ松任（白山市幸明町） イオン松任（白山市平松町）
イオン小松（小松市平面町） 小松（小松市園町 北國新聞社小松支社内）
イオン加賀の里（加賀市上河崎町） 加賀（加賀市大聖寺南町 北國新聞社加賀支社内）

七尾教室
（七尾市生駒町 北國新聞社七尾支社内）

0767-52-5823

アル・プラザ鹿島（中能登町井田）
コンフォモール内灘（内灘町字千鳥台）
イオンモールかほく
（かほく市内日角）

