
2020 OCTOBER 
Lesson Schedule 

OCTOBER 表現のクラス スケジュール 
   Theme: “Talking about Japan” 

○の付く日は お休みです。

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

11:00 - 12:00
Beginners 
文法のクラス 
初級A

Intermediate 
文法のクラス 
中級A

Situation 
表現のクラス

13:30 - 14:30 Situation 
表現のクラス

Private 
プライベート 
のクラス

Conversational 
会話のクラス

15:00 - 16:00
Private 

プライベート 
のクラス

Conversational 
会話のクラス

Private 
プライベート 
のクラス

16:30 - 17:30 Conversational 
会話のクラス

Situation 
表現のクラス

17:45 - 18:30
Private 

プライベート 
のクラス

19:00 - 20:00
Private 

プライベート 
のクラス

Beginners 
文法のクラス 
初級B

Intermediate 
文法のクラス 
中級B

SATURDAY SUNDAY

11:00 - 12:00
Private 

プライベート 
のクラス

Conversational 
会話のクラス

13:30 - 14:30
Beginners 
文法のクラス 
初級C

Intermediate 
文法のクラス 
中級C

15:00 - 16:00
Situation 
表現のクラス

Situation 
表現のクラス

16:30 - 17:30
Conversational 
会話のクラス

Private 
プライベート 
のクラス

18:00 - 19:00

第１・3土曜 
表現のクラス 
第２・４土曜 

プライベートのクラス

Conversational 
会話のクラス
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Information 

現在、感染症対策としてティー

スペースのご用意を中止してい

ます。レッスン中は、各自お持

ち頂いた飲み物で水分補給をお

願いします。 

レッスンの受講はスクールでも、

オンラインでも自由に選べます。

オンライン受講ご希望の場合は、

ご予約の際にお知らせ下さい。 
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9/28~10/4   Seasons & Weather (季節&天気) 

10/5~10/11   Food (食べもの) 

10/12~10/18  Famous places (有名な場所) 

10/19~10/25  Culture (文化) 

10/26~11/1   Halloween Special  

10/26~11/1のハロウィンスペシャ

ルは、会話のクラス・表現のク

ラス共に同じ内容となります。

お好きな時間をお選び下さい。 
RESERVED!


