
 
 

  

 

World Languages  
 

コービー・ラーニング・グループでは、生徒の要望に応じて各種

の語学クラスを開講しています。大人から子供まで、外国語を

個人的やビジネス目的で習いたい方、言語の背景などをより

一層詳しく学びたい方のために、経験豊富で外国語を流暢に

話す講師による授業で各種語学を選択していただけます。 

クラススケジュール（SPN) 

子供のためのスペイン語  
6才～12才 入門 
(SPN-YI) 

土 4:35pm-6:00pm $72/月 

スペイン語 

クラススケジュール（GMN) 

ドイツ語 入門 

(GMN-12) 
水 6:05pm—7:30pm $98/月 

子供のためのドイツ語  
6才～12才 入門 
(GMN-YI) 

木 7:35pm—9:00pm $98/月 

ドイツ語 

グループクラス 

コービーでは定員8名という理想的なクラス環境で、語学を学ぶことが

出来ます。いつでも受講開始可能な各種語学クラスでは、読む・書く・

話すをバランス良く学んでいきます。子供から大人まで対象にクラスが

設置されています。 

 

クラススケジュール（JPN) 

日本語 入門  
(JPN-Int) 

木 6:00pm-7:30pm $98/月 

日本語 入門  
(JPN-12B) 

木 6:30pm-7:30pm $72/月 

日本語 入門  
(JPN-I2A) 

金 6:45pm-8:00pm $72/月 

日本語 初級 
(JPN-3) 

木 7:35pm—9:00pm $98/月 

日本語 中級 
(JPN-34A) 

水 4:30pm-5:30pm $72/月 

日本語 中級 
(JPN-34B) 

木 8:00pm-9:00pm $72/月 

日本語 上級 
(JPN-56） 

月 6:30pm—7:30pm $72/月 

子供向け日本語 
6才～12才入門 
(JPN-YInt) 

月 6:30pm-7:30pm $72/月 

子供向け日本語 
6才～12才中級 
(JPN-Y3) 

木 4:15pm-5:15pm $72/月 

日本語 

韓国語 

クラススケジュール（KRN) 

韓国語 入門 (KRN-12) 水 6:35pm—8:00pm $98/月 

韓国語 中級 (KRN-34) 月 6:35pm—8:00pm $98/月 

韓国語 上級 (KRN-56) 水 8:05pm—9:30pm $98/月 

継承韓国語 (HKP-1)    水 4:30pm—5:30pm ＄86/月 

継承韓国語 (HKP-2)    水 5:30pm—6:30pm ＄86/月 

イタリア語 

クラススケジュール（ITN) 

イタリア語入門 (ITN-12) 月 7:05pm—8:30pm $98/月 

継承イタリア語 (HIP) 月 5:00pm-6:00pm $72/月 

クラススケジュール（ASL) 

アメリカ手話 入門 

(ASL-12) 
月 6:05pm—7:30pm $86/月 

アメリカ手話 中級 

(ASL-34) 
月 7:35pm—9:00pm $86/月 

子供のためのアメリカ手話 

6才～12才入門 

(ASL-YI) 

月 4:35pm-6:00pm $86/月 

アメリカ手話 

英語の手話を習ってみませんか。アメリカ英語の手話は世界で最も多

く普及している空間言語となってきています。 

クラス・スケジュール（HJP) 

継承日本語 

Level 1 (HJP-1A） 

土 9:45am-11:45am ＄196/月 

継承日本語 

Level 2 (HJP-1B） 

4:30pm-5:30pm  ＄86/月 木 

継承日本語 

Level 3 (HJP-34） 

5:30pm-6:30pm  ＄86/月 木 

継承日本語 

継承日本語クラスは、日本語を家庭で話す機会がある、日本で過ご

したことがあるなど、既に日本語の基礎的な知識がある子供達向けク

ラスで、日本語での読み・書き・話すことを学びます。低学年では日本

の国語のカリキュラムをもとにひらがなに始まり、日本語の基礎を日本

の文化も交えて学習します。高学年では講談社の日本語テキスト 

Japanese for Young Peopleを使用し、 

将来の日本語能力試験を視野に入れた授業となります。 



 

  

 

 

Homepage: KobyLearn.com 

24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375 

info@kobylearn.com 248-513-4635 

12/22/2017 JP 

 
 

ベビーシッターサービス 
 

コービー・ラーニング・グループでは、ベビーシッターサービスを提

供しており、お子様を預け安心して語学習得に取り組んでいた

だけます。ベビーシッターサービスは、月曜日から金曜日およびT

OEIC受験時に提供しています。平日午後１時から４時まで

は、同時間帯にクラスご登録の方は無料でご利用いただけます

。ベビーシッターのサービスがご利用になれます。ベビーシッター

料金は６０分につき６ドルで費用は学費と共に前もって納入し

て下さい。また、月に一度土曜日に実施されるTOEIC公開試

験や公開セミナーの際にも受験者のお子様のベビーシッターの

サービスがご利用いただけます。その際のシッター料金は一時

間につき９ドルです。 

授業料の家族割引 
同じ家族内のメンバー(親子・兄弟・姉妹）が、同じタイミングで、KOB

Yのクラスを受講される場合には、二人目以降の受業料はそれぞれ10

％の割引となります。序列は授業料の多寡で決定します。但し、この条

項は、二科目以上の割引きと同時に受けることはできません。 

二科目受講の割引 
午前9時から午後2時半までのクラスでは一人の受講生が複数のクラス

を同時に受講する場合には2つ目のクラスから授業料が半額となります。

また、夕方からのクラスでは、一人の受講生が複数のクラスを同時に受

講する場合には、2つ目のクラスから授業料が10%割引となります。 

学費納入規定 
各プログラムの授業料は、毎月4回もしくは8回行われる授業に対する

月ぎめ授業料です。各月度の始まる1週間前までに納入して下さい。

納入期限を過ぎての授業料の調整は出来ませんこと、また月度が始ま

ってから遅れてのお支払いに関しては遅延料金として15㌦をいただく事

になります。 

20１8年度月度別スケジュール 

3ヶ月以上のお申し込みで 
１０％割引！ 

ハッピー２０割引 
月～金9:00am~2:30pm＆土11:00~3:00個人授業は20%

割引となります。 

◎初回申し込み時に入学金40㌦をいただきます。またクラス

によりテキスト代が別途掛かります。 

各種語学クラス 
グループクラス 

ドイツ語・中国語・韓国語・イタリア語 

継承日本語・日本語・アメリカ手話 

 

個人授業 

17か国語以上の語学 

 アメリカ手話 

 アラビア語 

 中国語 

 英語 

 フランス語 

 ドイツ語 

 ヘブライ語 

 ヒンズー語 

 イタリア語 

 日本語 

 韓国語 

 ラテン語 

 スペイン語 

 ポーランド語 

 ポルトガル語 

 ロシア語   

 リンガラ語 

 他、対応可 

コービーにて提供可能な各種語学クラス: 

会社割引 
コービーと会社契約を結んでいただいた会社の社員および家族の

方は、契約に基づいた割引を受けることが出来ます。詳しくは受付

にてお問い合わせください。 

KLGについて 
 

コービー・ラーニング・グループでは、全てのレベル、年齢、個人、

ビジネス、試験、会話など生徒の目的に応じて、グループ、セミ

プライベート、プライベートレッスンといった多彩なプログラムを

提供しています。 

1月度 1/2–１/29 7月度 6/26—7/30 

2月度 1/30—2/26 8月度 7/31—8/27 

3月度 2/27-3/26 9月度 8/28—9/24 

4月度 3/27–4/30 10月度 9/25—10/22 

5月度 5/1–5/26 11月度 10/23-11/19 

6月度 5/29—6/25 12月度 11/20-12/17 


