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ス
タ
ッ
フ
の
声

「ＭＥＦの教育は伝統的に非常に高品質です。サミ
ットハウスは過去20年にわたり、生徒様へのレッス
ンやイベントの提供を通じて、語学目標を達成する
お手伝いをさせて頂いてきました。講師が幼稚園や
塾を訪問する際、生徒様は決まってそのレッスンを
心から楽しみにしておられます。
このような生徒様との経験や笑顔があればこそ、私
どもは教育とその品質において卓越すべく邁進して
いけるのです。」

代表取締役　   Derek Keet  (デレック・キート)

営業マネージャー    公森　恵里　（コウモリ　エリ）

20園以上の幼稚園／保育園へ講師を派遣する中
で培われたスキルを生かし、現在250名以上のお子
様達がM.E.F.カリキュラムで英語を学んでおられます。
お子様方は毎回レッスンを楽しみにして、ネイティ
ブ講師の訪問を待ち望んでいます。
私達オフィススタッフは、継続して生身の英語を使
える環境作りのため、お一人お一人に寄り添いなが
ら、お母様方へのフォローも積極的に行っています。

ヘッドティーチャー   Ben Knights (ベン・ナイツ)

「ＭＥＦでは、お子様方が楽しく前
向きな環境で英語を学習できるよ
う努めております。実践的な英語
の経験を積むには楽しい時間を過
ごすことが非常に有益であるとい
う信念に基づき、お子様が学習の
なかで素晴らしい時間を過ごせる
よう計らうことを最大の目標として
います。」

小さな頃からネイティブの声を聴
き続けることで、サミットに居る時
は英語が自然に出てくる、子供達
の成長が見える嬉しい瞬間です。
高校大学生に成長した時、机上の
英語ではなく【生きた英語】である
ために本物の英会話レッスンをサ
ミットはお届けします。

総務マネージャー    松浦　三記　（マツウラ　ミキ）

イベント

ハロウィン

スピーチコンテスト

ハロウィン

スピーチコンテストスピーチコンテスト

クリスマス

サマースクール
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本社 サミットハウス英会話

BEC ロッキーマウンテンズ校

1993 年 (サミットハウス英会話)        
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2004 年 (エム・イー・エフ株式会社) 

#200 - 1350 Railway Avenue Canmore,  AB  T1W 1P6 Canada
 

3534 Cote Des Neiges - Montreal,  QC  H3H1T9 Canada

 〒662-0023   兵庫県西宮市城山2-８   Tel/Fax 0798-73-8380 

BECモントリオール校

URL www.m-e-f.co.jp     www.bec.ca

事業内容
    1.外国語教室の経営並び語学講師の派遣
    2.幼少児の能力開発事業(幼稚園、保育園など）
    3.外国語教育システムの企画、開発、製作、販売

商号
エム・イー・エフ株式会社    
M.E.F. Canada Ltd. (BEC)      
サミットハウス英会話

代表取締役名 キート・デレック・ジョン
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1レッスン：55分 
グループ or プライベート

学校ではなかなか身に付きにくい会話力を
伸ばすとともに、読み書きもバランス良く
学べますのでテスト対策もしながら
使える英語へと導きます。

1レッスン：55分
 
１対１の個人レッスン、あなたのレベルや学びたい内容に合わせてレッスンします。留学・海外赴任にむけての短期集中コースもあります。3歳までの聴力の良い時期に、歌を歌ったり、様々なおもちゃを使って単語をインプットするだけでなく、体を動かしてゲームをしたり

お子様が飽きないレッスン内容となっています。

ネイティブ講師のレッスンでは、フォニックスによる発音練習、ゲーム、歌など
盛り込み、自然にコミュニケーション力を育んでいきます。 
日本人講師のレッスンでは、正しくアルファベットや
簡単な書く練習や絵本などの朗読、
児童英検受験も取り
入れています。

ネイティブ講師のレッスンでは、当校オリジナルのテキストを使うことにより、聞く力、話す力のみならず、英語の
文章を読み書きできるようになります。 日本人講師のレッスンでは、読み書きに加え、文法を学びます。
また児童英検、JET、英検取得のためのサポートを行います。

聴力が一番良い時期は赤ちゃんです。お腹の中にいた時から日本語のシャワーを浴びて育った赤ちゃんは日本語を習得していきます。
それと同じように、レッスン内で英語のシャワーを浴びて、赤ちゃんの言語回路に英語を加えていきます。
英語が苦手なお母さんでも、歌や本の読み聞かせを赤ちゃんと一緒に学ぶことによって、楽しく学べる内容となっています。

1レッスン： 45分    1クラス最大5人

1レッスン： 45分    年齢：６カ月～    1クラス最大5組

1レッスン：1時間50分 （ネイティブとのレッスン55分＆日本人とのレッスン55分）1クラス最大8人

無料体験レッスン
のご予約は

0798-73-8380
までお電話ください。

エム.イー.エフ　サミットハウス　（夙川）

Shoutaくん---英語に
慣れて欲しいと思い、
通わせていました。

身近な物の単語を習い、
家でも英語の単語が出る

様になり、通わせて
良かったと思います。

Harukiちゃん---
工作、ゲーム、

ハロウイン、クリスマス等
楽しく自然に英語にふれてとても

良いと思いました。
何をするのかと言う楽しみと
先生に会う楽しみと1つでも
単語を覚えるとうれしい
ようです。毎週楽しみに

しています。

Daisukeくん、Yuumaくん---
子供がとても楽しそうでした。
料金も手頃ですので助かります。

幼児クラス

園児クラス
１レッスン：1時間50分
（ネイティブとのレッスン55分＆日本人とのレッスン55分）
最大8人

ママ＆ベイビークラス

小学生クラス

中高生クラス

プライベートレッソン

児童英検は、児童の英語能力の調査・研究を目的
に、英語に親しみ、外国の文化を理解することを目標
として公益団体法人　日本英語検定協会主催で開
発された児童向けのリスニングテストです。

JETは、暗記や読解を中心とした従来型英語学習の
成果ではなく、英語運用能力を測定する事も目的に米
国IMET(Institute for Measurement in Educa-
tion and Training)が開発したテストです。
TOEICやTOEIC Bridgeにスムーズに繋がる、小学生
から受験できるコミュニケーション英語の能力を測るテ
ストです。

（注）米国IMETは、世界共通の英語能力テストである
TOEICやTOEFLを開発した米国ETSで、その開発に
携わったSteven A. Stupak氏が責任者として運営す
る機関です。
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課外　（幼稚園での課外レッスン） エム・イー・エフ 講師派遣 （幼稚園での大人数レッスン）

幼稚園または保育園での少人数レッスン

－楽しめるゲームを盛り込んだ会話中心のレッスン

－子供教育におけるプロのネイティブ英語教師

－月替わりの単語、発音、会話

－月ごとのニュースレター（オンライン）

－イベント

ＭＥＦ講師の派遣について

お気軽にお問い合わせください

通訳なしで、親切熱心なネイティブ英語教師と英語を楽しむ！

通常、幼稚園でのクラスは毎週30分（生徒数30名まで）です。歌やダンス、

教材用カード、ゲームなどでクラスを盛り上げ、ＭＥＦネイティブ教師による次

の授業が待ち遠しくなる工夫を凝らします。

Aoiくん、Itsukiくん
朝から「今日は英語～♪」
とクラスでも英語を習ってい
る子達でごきげんでいてる
ようです。毎回楽しみに

しています。

Eriちゃん
小さい子供が
興味をもてる

ような教材だと
感じます。

Takumiくん---
先生やお友達と輪になって

カード遊びやアクション(歌)が
楽しい…といつも話に出

てきます。テキストもハサミや
クレヨンを使って仕上げていく

内容が子供には合っている
と思います。

エム・イー・エフ
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ＭＥＦは、ＣＤ，教科書、ポスター、物語集、オリジナルの教材も制作しております。


