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アテネ・フランセ 
英語 受講の手引き 

お申し込みの前に必ずお読みください。 

2020年春学期 

★受講期間 

事由 証明書(③④はコピーで可） 振替・返金の別 手数料 

①本校の判断でクラスが中止になった 本校の受講生証 返金 なし 

②期末試験の結果により登録済みクラスに進級できない 本校の受講生証 振替・返金 なし 

③受講生が本校に通学不能な勤務地に転勤を命じられた 
勤務先からの辞令 

(社名、社印入り） 
返金 返金手数料等 

④受講生や家族の疾病により一定期間通学が不可能になった。 医師の診断書 次学期へ振替 振替手数料 

注１）テキスト代は①の場合は返金いたしますが、②③④の場合には返金できません。 

注２）その他本校が妥当と認める事由がある場合、個々の事例ごとに検討します。いずれも、それぞれの事由を証明する書類を本校に提出していただきます。 

振替返金が認められた場合の返金額 

クラス分け試験の受験が必要なクラス クラス分け試験の受験が不要なクラス 

指定レベルクラスへの登録と納金 

（希望コースの指定レベルにお申込ください。） 

授業案内、テキストを参考に受講する講座をお選びく

ださい。 

登録、納金 

希望のクラスにお申込ください。 

★開講決定 
優遇期限経過後、開講日の１週間前をめどに各講座の開講決定を行います。最低開講人数に達しない講座

については学校の判断で中止もしくは開講延期となる場合があります。お早めにお申し込みください。中止、延期

の場合のみ個別にご連絡いたします。 

4/13（月）～7/11（月） 

★学費納入とクラス登録 
お支払いは受付では現金もしくはJデビット、Web経由の申し込みでは銀行振り込みで1学期分を前納していただ

きます。窓口ではクレジットカードの取り扱いはありません。またローンなども取扱いはありません。 

★受講証の交付と教材の購入 
クラス登録の際に受講証を発行します。クラスの登録・変更などの手続きには受講証が必要です。手続きの際に

受講証をお持ちでないと再発行料400円がかかります。また登録手続きの確認のために教室内で受講証を提示

していただく場合があります。登校の際は受講証を常に携帯してください。 

教材は本校地下１階の書店で販売しています。一旦購入された教材は,クラスを変更した場合でも返本・返金

できません。クラス変更の可能性がある場合は、最初はテキストなしで受講され、クラスが確定してからテキストを

購入していただくこともできます。 

書店の営業時間：  

月火木金 10：00～14:30, 18:00～19:30／水曜 10:00～14:30, 15:30～19:30／土曜 10:00～18:30 

学校法人 アテネ・フランセ 

〒101-0062 

東京都千代田区神田駿河台2-11 

TEL： 03-3291-3391  

FAX： 03-3291-3392 

 http://www.athenee.jp/ 

（平日）9:30～19:30  

（土曜）9:30～19:00  日曜休校 

★入学金 
免除対象者：2019年春学期以降の在校生 

（2019年冬学期以前の元在校生と新入生は入学金8,500円が授業料のほかに必要です。） 

8,500円 

★早期登録授業料優遇制度 
窓口受付は4月6日（月）まで、8週間クラスはクラスによって異なります。別紙時間表でご確認ください。

FAX,WEB経由の場合は期限が早まります。ご注意ください。 

優遇期限以降は通常授業料での納金になります。  

期日までの申し込みで約10％割引 

★授業料の振替・返金に関する規定 

3月5日（木）より受付開始 

コース 本校への証明書到着日と振替・返金額  

開講前 全額 

秋・冬・春の３カ月コース 開講後１カ月（４週間）未満 ２カ月分（８週間分） 

開講後２カ月（８週間）未満 １か月分（４週間分） 

短期集中コースなど 別途定めますのでお問い合わせください。  

12週間クラス(4月開講） 4月13日（月） ～ 7月11日（土） 

8週間クラス (5月開講） 5月18日（月） ～ 7月11日（土） 

事務作業のシステム化に伴い、本校が保有する個人情報については厳重に管理し、必要な業務目的以外での

使用は一切致しません。 

校内外での講師と受講生との間での個人情報のやりとりは禁止します。それに反した場合、いかなる問題が起き

ても、本校は一切の責任を負いません。 

本校Webサイト（http://athenee.jp)にアクセスの

上、フォームへ入力 

1) お申込み手続についてのご案内 

★受付開始日 

★お申込みの流れ 
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クラス分けテストの受験 

（日程は時間表の裏面をご参照ください。） 
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いったん納入された入学金・授業料などは原則として返金できません。 

但し、転勤などお申込み時に受講生が予見不可能な事情で通学が困難になった場合に限り、例外的処置がとられる場合があります。下記の授業料の振替・返金規定をご覧ください。 

★クラス変更と授業料の充当 
学期の開講後でも締切りや満員でないクラスは変更することができます。受講証と手数料をご用意になって事務

所で所定の手続きをしてください。この場合、すでに納めている授業料を変更先クラスへ充当できます。差額があ

る場合、不足分をお支払いいただきます。余った分は返金できませんが、同一期間内に限り、他のクラスを追加し

たり、元のクラスへ戻る場合にこの差額を充当できます。 

★代講・休校 

★各種手数料  
クラス変更手数料は変更先１クラスにつき400円 

証明書交付などは、受講証に所定の手数料を添えてお申し出ください。 

★個人情報について 

病気でやむを得ぬ事情で講師が授業を休む場合は代講になります。また、どうしても代講講師が手配できない場

合には休講となる場合があります。 

大雪、台風等の悪天候や交通ストなどのため、講師が当校不能または遅刻する場合、クラスの合併、自習など

の変則授業になる場合があります。 

『FAX＋銀行振込』でのお申込み 『Web登録＋銀行振り込み』でのお申込み 

＊その他変則日程のクラスもあります。時間表にてご確認ください。 

窓口受付とは優遇期限が異なりますのでご注意ください。 

アテネ・フランセより振込金額、手続きについてメー

ルにて連絡 

お申込者による銀行振り込み 

 

アテネ・フランセより振り込み確認連絡 

 

受講生証・領収書の発行 受講生証・領収書の発行 

窓口もしくは電話で申込書の取り寄せ 

アテネ・フランセより予約確認書の送信 

お申込者による銀行振り込み 

アテネ・フランセより振り込み確認連絡 

 

FAXにて申込 

注① 証明書類到着日が開講2か月を過ぎた場合は振替・返金ともにできま

せん。 

注② 学期の途中から開講するクラスと夏期講習については個々の事例ごとに

検討します。  
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■2020年春学期 英語担当予定講師 

２）授業に関する事項のご案内 

総合英語（週3回、週2回） 

(月火水木金)週5回  午前コース 9:00-12:50 

(月水金)週3回 午前コース  10:00-12:50    

(火木) 週2回 午前コース  10:00-12:50   

週複数回でしっかり勉強したい方へ。テスト、評価による進級制度あり。 

週3回コースは学習相談、卒業試験があります。   

総合英語（週1回） 

水曜日 週1回 13:30-16:20           

土曜日 週1回 9:00-11:50    

総合英語コースをコンパクト版です。 週1回で総合的に英語を学びたい方

へ。クラス分けテストの受験は必要ありません。テキストを参考にクラスをお選

びください。 途中入学締切なし。                 

総合会話コース 
（月水）週2回午後 13:30-16:20（月水）週2回夜間 19:00-20:50 

（火木）週2回夜間 19:00-20:50 

会話、リスニングを中心に総合的な英語でのコミュニケーション能力の向上を目指しま

す。ディクテーションとスピーキングのテストがレベル1～４までは2回、レベル5は1回ありま

す。レベル6受講生については卒業試験を行います。 

科目別選択、試験対策 、ビジネス英語    
週1回で1回1時間～3時間  

クラスごとにテーマを絞って様々な角度、レベル、方法で英語を学びます。いくつか組み合わせての

受講もおすすめです。☆英会話・TOEFL®テスト・TOEIC®テスト・英検対策・文法 ・ビジネス英

語・リスニング・ディスカッション・ライティング （TOEIC,TOEFLはETSの登録商標です。）クラス分け

テストの受験は不要です。教材、授業案内を参考にお選びください。途中入学の締切はありませ

ん。                

Ms. カーラ・セラボロ Carla  Ceravolo オーストラリア メルボルン大学 B.A. 

Mr. ジュリアン・クリフォード Julian Culliford イギリス ケンブリッジ大学 B.A. 

Ms. アンドレ・デュフレ Andree Dufleit カナダ ビクトリア大学 B.A. 

Mr. フィリペ・フランチーニ・ジュニア Felipe Franchini Jr. アメリカ コロンビア大学 M.A. in TESOL 

Mr. アレクサンダー・グレッグ Alexander Gregg アメリカ ロンドン大学 M.A. 

Mr. リチャード・ヒューズ Richard Hughes イギリス カンブリア大学 B.A. 

Ms. 石丸 麻舟  Mafune Ishimaru 日本 立教大学文学部 B.A. 英検１級合格 翻訳者 通訳者  

Mr. 岩渕 誠 Makoto Iwabuchi 日本 

獨協大学外国語学部英語学科 B.A.  

通訳案内士試験合格、英検1級合格、工業英検1級合格 

Mr. エリック・ルイス Eric Lewis アメリカ アリゾナ州立大学 M.A. in TESOL 

Mr. マーク・ローウェンスタイン Marc Lowenstein アメリカ コロラド大学M.A./ブラウン大学M.A. 

Ms. 水口 ひろみ Hiromi Mizuguchi 日本 国際基督教大学教養学部人文学科 B.A. 

Mr. ダグラス・マービン Douglas Marvin カナダ ノバスコシア美術デザイン大学 B.FA. 

Mr. 松田 武三  Takezo Matsuda 日本 サンフランシスコ州立大学 M.A. in TEFL  

Ms.  大石 美幸  Miyuki Oishi  日本 

国際基督教大学教養学部言語学科 B.A.  

ケンブリッジ大学R.S.A（英語教授資格取得） 

Mr. ダニエル・ピッツア― Daniel Pitzer アメリカ ノーステキサス大学B.A. 

Mr. ポール・パーヴィス  Paul  Purvis  アメリカ テキサス大学アーリントン校 B.A. 

Mr. アレック・ローゼンブリット Alec Rosenblit アメリカ サザンニューハンプシャー大学 M.A. 

Mr.  スコット・スターバード  Scott Starbard  アメリカ ビーヴァー・大学 B.A.   

Mr. 田母神 理 Osamu Tamogami 日本 慶応義塾大学B.A./ 明治大学J.D. 英検1級合格 

Mr. スティーブン・ターナー Steven Turner イギリス ウェールズ大学 B.S. /  ウェールズ大学M.A.  

Mr. 山下 馨 Kaoru Yamashita 日本 国際基督教大学B.A. / バース大学大学院にて英語教授資格取得 

Mr. 横田 一郎  Ichiro Yokota  日本  慶応義塾大学 B.A. 通訳案内士試験合格/英検１級合格 翻訳者 

対象クラス 下記の講座以外の全クラスが対象です。 

総合英語（週3回）及び総合英語（週1回）土曜日の1時間目、早

朝英会話、その他講師の指定講座 

但し、学期中にテストがあるクラスのテスト日、満員のクラス、その他担当

講師が特に指定した授業日は見学ができません。 

☆見学希望日の7日前から予約を受け付けます。お電話又はご来校時

に受付にてご予約下さい。 

☆お申込み後1,000円をお預かりして、見学証をお渡しします。見学証を

お返しいただいた時点で500円をお返しします。 

☆予約なしでご来校いただいた場合、見学定員に空きがあれば見学で

きます。 

☆期間中お一人につき３クラス（50分×3回）まで見学が出来ます。 

クラス見学制度 

固定制 授業時間、受講する曜日、時間、講師がお申込みいただいた講座に固定されます。振替などの制度はあ

りません。 

グループレッスン レベル別に定員枠内でクラスが編成されます。 

アテネ・フランセは春・夏・秋・冬の年4学期制を採用しています。どの学期からも入学できます。 

■学期制 

秋学期 

9月～12月(12週間*) 1月～3月 (12週間*) 4月～7月 (12週間*) 

冬学期 春学期 

7月～8月 (６週間*) 

夏期講習 

＊８週間コース、１週間集中コースなどもあります。 

■講座形態 

■英語コースの概要 

ビジネス英語総合コース（土） 週1回 15:30-18:20      

ビジネスで使う英語を中心としながらも、日常生活で使われる英語の修得にも配慮

し、両者のバランスを取りながら、全領域につきレベルに応じて学びます。仕事で使う英

語の修得を目的とする方のみならず、広く英語を総合的に学びたい方にも。 

リッスン＆スピーク 

（土） 週1回 午前・午後 、（月）夜間   

聴き取りと会話をほぼ半々づつバランスよく学びます。週1回でコミュニケーション能力の維持、向

上を目指します。 

クラス分けテストの受験は必要ありません。テキストを参考にクラスをお選びください。  

途中入学締切なし。                  
 

実施期間： 2020年5月25日(月)から6月20日(土)の4週間 
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