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The BEST is yet to come! 

最高なのはこれからです！ 



年を追うごとにオアシスのレッスンのクオリティーが上がっています。 

読む、聞く、話す、全ての分野において、生徒さんの能力の明らかな向上が見られます。各種資格試験の受験

者平均年齢は毎年下がっているにもかかわらず、平均得点は毎年上昇しています。 

これはオアシスで採用している効率的効果的な教育方法の成果で、生徒さんたちが学んだことを直ちに吸収で

きた結果です。 

オアシスの特徴 

生徒中心主義 

レッスンの主役は生徒です。レッスン開始時から生徒が話し、生徒が音読します。教師が話し続けることはあ

りません。初心者でも楽しみながらレッスンに参加できるように、１時間のレッスンがデザインされていま

す。 

教材 

オアシスの目標は、音読を通して言語の流暢さを習得していくことです。音読に使用する教材はオンライン教

材で、 

アメリカをはじめ多くのネイティブスピーカーの子どもたちが使用しているものです。この教材には多くの利

点が 

あります。 

１．正確な発音が学べるご家庭でもネイティブスピーカーの音声を聞くことができます。 

２．アクセスが良いインターネット環境が整っていれば、場所を問わずスマホ、タブレット等で使用可能で

す。 

３．レベル別 

本のレベルは２９段階に分かれ、お子様のレベルに合う本や、興味のある分野の本を読むことができます。ま

た、常に新しい本が追加されるので、新たに購入する必要がありません。 

４．進度を把握できる 

音読の録音音声、テストの正答率等でお子様の学習進度が把握できます 。 

学習環境 

教室は十分な広さを確保し、安全で楽しく学べる環境を提供しています。また、掲示物等を工夫し、外国語を

学ぶのにふさわしい教室を提供しています。教室は環境の良い場所に位置し、電車、車、自転車、徒歩で通学

ができます。 

料金 

質の高いレッスンを比較的安価な料金で提供しています。IT化を進め、諸経費節減により低料金を実現させて

います。また、家族割引制度を設け、２人目以降のお子様に割引料金を適用しています。 

兄弟一緒のクラス 

特別なご要望がない限り、ご兄弟一緒のクラスで学ぶことができます。ご家族の方の送迎の手間を軽減するだ

けでなく、ご家庭で一緒に学習内容を復習することができ、学習効果が高まります。 

コミュニケーション 

保護者様のお問い合わせ等に対応するため、日本語を話すスタッフが事務全般を行っております。ご不明な点

はご遠慮なくお問い合わせください。連絡手段は、行き違いが無いよう、また、お忙しい皆様の利便性を考

え、原則ｅメールを使用しています。但し、緊急時や、教師と直接お話しになりたい場合は、ご遠慮なくお電

話をおかけください。 



Ｏａｓｉｓの４つの土台 ― オアシスのコンセプト 

オアシスの子どもたちは皆頑張っており、大変嬉しく思います。英検Ｊｒ，英検等各種試験に挑戦す

る子どもたちが増え、ますます身の引き締まる思いです。オアシスは所謂“英語塾”ではなく英会話

スクールですが、聞く、読む、話す、書く、の4技能をすべて身につけられるよう、カリキュラムを改

善していく所存です。 

オアシスでは、“目標”、“動機付け”、”監督“、“評価”の４つを教育の基本と考えています。 

１．目標 

何かを成し遂げるためには、適切な目標を設定し、努力し続けることが必要です。 

オアシスの究極の目標は、子どもが小さく頭が柔らかいうちに、勉強の習慣を身につけることです。 

将来、より良い大人になり成功を得るには、勉強の習慣は不可欠だからです。語学は毎日継続的に勉

強することが必要なので、勉強の習慣をつけるには最適なのです。 

オアシスでは、英語教育を通して、ネイティブレベルの読解力を得られるようにしたいと考えていま

す。英語力を評価する方法は様々ですが、オアシスでは、小学生のうちに英検３級程度、中学生のう

ちに準２級程度の能力を獲得することを目標にしています。 

これらの目標を達成するに、毎日英語を聞く、読む、を繰り返し、自分の能力を客観的に把握するた

め、定期的に試験を受けることをお薦めしています。 

２．動機付け 

子どもの能力を高めるには、周りの大人が適切に動機づけを行うことが最も効果的です。オアシスで

は、音読カード、Reader of the Month表彰等の動機づけを用いて、子どもが継続的に英語に触れる

環境を提供し、努力を評価するシステムを提供しています。 

３．監督 

勉強の習慣がついているか、宿題、本の音読等、すべきことを子どもがきちんと行っているか、監督 

する責任は大人にあります。オアシスでは、上述の動機づけを評価するため、個々のReadingのレベ

ルの進捗状況、課題の本の消化状況(聞く、読む、音読）をモニターしています。本の音読を録音した

生徒さんには、定期的にフィードバックを行っています。 

４．評価 

オアシスでは、個々の宿題の提出状況や本の音読の進捗状況と、各種試験の成績との関連性をモニ

ターしています。また、中学生以上のクラスでは、学校の成績も参考にしています。 

努力を重ねた生徒さんの実績は以下の通りです(2020年3月現在）。 

英検 １級（中３、帰国生）、 準１級（中２）、 ２級（小６、帰国生）、  

準２級（小３）、 ３級（小３）、４級（小２）、 ５級（小１） 

  

目標を達成するには努力する必要があることを、きちんと理解し実行できる子どもに育ってほしいと願っ

ています。オアシスが少しでも力になれたらと願います。 

Ｏａｓｉｓの４つの土

台のサイクル 



高度な英語力を身につけるために必要な4つの力 

 

オアシスの英語教育プログラムは、読書習慣を身につけることに重きを置いています。読書は４つの能

力を培うために欠かせないものです。 

 

高度な英語力を身につけるために必要な４つの力 

 

１．理解力 

 

最初に必要な力は理解力です。理解力は、常識、知識、経験、そして状況を熟考することで自然と培わ

れます。心理学者のダニエル ウィリングハム著「教師の勝算」によれば、人間の脳は、思考するより

も、パターンを認識し行動することを好むそうです。小さい子どもがどんな言語においても単語、文法

を容易に身につけてしまう理由はここにあります。読書、読み聞かせが理解力を向上させます。 

 

2．記憶力 

 

次に重要な能力は、理解したことを記憶する能力です。反復、応用によって記憶力は高められます。 

 

３．創造力 

 

３つ目に大切な力は、記憶した言葉や言い回しを適切に選んで組み合わせ、情報をわかりやすく正確に

伝達する力です。単語の選択と組み合わせ、順序は正確でなければなりません。この力は、言語の継続

的な訓練によって培われます。 

 

４ 表現力 

 

４つめの重要な力は、創造したものを表現する能力です。書き言葉、話し言葉、どちらにおいても大切

な力です。これも、反復練習によってのみ養われます。 

欠席、振替連絡、親子クラス予約が早く、簡単にできます。 

お手元のスマートフォンのカメラ機能から、左のＱＲコードにアクセ

スすると、４０秒ほどで以下の連絡、予約ができるようになりまし

た。 

１．幼児、小学生、中学生クラス等の、欠席、振替連絡（欠席振替連

絡のＱＲコードより） 

２．親子クラスのご予約（親子クラスのＱＲコードより） 

３．メール送信（左下のメール用ＱＲコードより）引き続き改善を

重ねて参りますので、是非ご利用下さい。 



クラス 授業料（税、教材、設備費込

み）年41回レッスン 

淵野辺教室 相模大野教室  

親子クラス 

 

900円/１回 

（40分） 

月、金 

10:45-11:25 

水 

10:15-10:55 

 

幼児クラス 

 

9990円/月 

（60分） 

月、火、木、金 

15:30-16:30 

土 

11:10-12:10 

14:00-15:00 

火、水 

15:30-16:30 

土 

11:10-12:10 

 

小学生クラス 9990円/月 

（60分） 

 

月、火、木、金 

16:40-17:40 

17:50-18:50 

土 

10:00-11:00 

15:10-16:10 

火、水、木 

16:40-17:40 

17:50-18:50 

土 

10:00-11:00 

 

※相模大野教室、 

木17:50-18:50は 

帰国生クラスです。 

11,880円/月 

（60分） 

Teen（中高生） 

クラス 

帰国生クラス 

 

17,970円/月（120分） 

11,000円/月（60分淵野辺

教室） 

11,880円/月（60分相模大

野教室） 

月 

19:00-21:00  

火 

17:50-18:50(帰国生） 

19:00-20:00 

金 

19:30-20:30 

火、水 

19:00-21:00 

土 

12:30-13:30 

 

クラス・授業料表 

入会金 ￥11,000（親子クラス除く） 

※初月月謝半額、兄弟割引（親子クラス除く）２人目授業２割引、３人目以降半額 

Classes Timetable and Fees 

２時間幼児ASAPクラス     対象年齢：３歳から６歳まで 

Apt Start Advantage Program (ASAP)プログラムは淵野辺教室で毎週月曜１５：３０－１７：３０の２時間実施し

ます。レッスン内容：英語圏における幼児向けプログラムに準じます。この２時間プログラムに参加する生徒さんには  

タブレット端末が貸与されるうえ、Starfallのアカウントが付与されます。Starfallのワークブックも含まれます。 

月謝は１８，３００円（初月半額）で、兄弟でお申し込みの方には兄弟割引も適用されます。 

 

成人クラス (教材費別途) 

グループレッスン（3名～４名）60分、9,600円（税込）/月      

セミプライベート（2人）60分、15,000円（税込）/月       個人レッスン、60分、25,470円（税込）/月 



オアシスアフタースクールの目標 

オアシスの英語教育学童プログラムは、利用者の様々なニーズに応えるフレキシブルなプログラムです。

早い時期に優れた英語能力を取得するための土台を築く環境を与えることを目標としています。 

指導内容 

月額基本料金には1日1回1時間の英会話のレッスン受講が含まれます。 

その他オプションとして、ネイティブ講師による英語でのアクティビティ1時間、経験豊富な日本人指導

員による学校の宿題の指導1時間などを行います。 

３時間のプログラム終了以降は２０時までお預かりします。３時間を超える場合、延長３０分ごとに別途

記載の延長料金がかかります。 

月曜から土曜まで、週6日別途記載の料金にてお預かりします。日曜祝日は休日料金をいただきます。ま

た、長期休暇の際は別途定める料金をお願いしております。 

 

お子様の到着、帰宅確認について 

ご要望に応じて、お子様の学童到着時、帰宅時に登録アドレスにメールを差し上げます。 

予約 

ご利用には事前の予約が必要です。予約には２つの方法があります。 

１．月ごとの予約 

前月末までに翌月の予約をする方法（例：10月のご利用は9月末までにご予約） 

尚、英会話のクラスが規定人数を越えた場合は、ご予約を受けられません。 

２．長期優先予約 

２か月以上の保育期間を事前に予約する方法。 

クラス人数に含まれますので、英会話のレッスンは毎回受けられます。 

ご都合によりお休みされた場合は、英会話クラスに空きがある場合のみ、1時間の振替レッスンが受けら

れます。 

予約方法 

オアシスのホームページ（推奨）、メール、電話でご予約が出来ます。２４時間以内に予約確認のメール

が届かない場合は御連絡をお願い致します。 

 



料金とお支払い方法 

１．料金 

料金は以下の表の通りです。料金には、１．教材設備費 ２．保険料、３．工作等の材料代、 

４．２時間以上の保育の場合はおやつ代、が含まれます。 

月謝 

＊週4回以上のご利用の場合、1か月の月謝は¥40,880です。 

日曜、祝日料金 (Play/Study Room) 

 

端末レンタル料金：330円/月（税込） 

２．お支払い方法 

英会話レッスン料金については、お支払いはゆうちょ銀行の口座からの自動引き落としで、 翌月分を前

月２７日に前払いをお願い致します。 

オプション分も原則口座引き落としですが、２２日以降にオプション分を予約された場合、 前月末まで

に事務所にて現金でのお支払いをお願い致します。 

休日のアクティビティについて 

祝日や長期休暇中には様々なアクティビティを行います。近隣の公園にでかけたり、お弁当を持って遠足

に行きます。行事予定は事前にお知らせします。 

 

休日料金 ネイティブ講師料金（1時間あたり） 日本人指導員 

¥600/30分  ¥3,000 ¥2,500/時間 

   

  週1日 週2回 週3回 週4回以上 お支払い方法 

基本料金 ¥9,990/月 ¥17,980/月 ¥22,970/月  口座引落 

＋1時間 ¥2,000/日 ¥1,800/日 ¥1,530/日   口座引落、現金 

＋2時間 ¥3,200/日 ¥2,880/日 ¥2,450/日 Max ¥40,880/月 同上 

＋3時間以上 ¥600/30分 ¥600/30分 ¥600/30分 ¥500/60分 当日現金 

入会の流
  オアシスの制度について 

１．レッスンは年４１回、及びサマープログラム（２時間）です。 

２．入会初月は月謝（授業料）の半額相当をプレゼントします。 

４．年度途中から入会の場合、当該年度のレッスン残数に応じて月謝   

  を計算します。 

５．ご兄弟で入会される場合、月謝（授業料）の割引制度があります。

（２人目２割引、３人目以上半額） 

６．月謝には教材費、及びインターネットを使用した自宅学習教材費  

  保険料、設備費を含みます。 

７．欠席の場合はオアシスまで電話かメールでご連絡下さい。 

８．欠席の場合、レッスンの振替ができます。振替は振替先のクラスに

空きがある場合のみ可能です。事前に空きをお問い合わせ下さい。 

９．入会、退会は自由です。年度途中で退会される場合、退会翌月の月

謝をお預かりしている場合はその分の振替をお願い致します。 



Email: jimu@oasis-education.com 

www.oasis-education.com 




