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～だれでも使える英語を使う人になれる～

13年6月30日日曜日



「使える英語」を学ぶためには
英語は、日本語と同じ「言語」です。言語とは、自分たちの想いを伝え、相手の想いを受け取る「手段」の一つ
です。つまり、自分の想いや考えを、言葉＝英語にのせて伝えることができる、これが「使える英語」であり、
社会では、使える英語を使ったコミュニケーションを求められるのです。

私たちは、当たり前のように日本語を使っていますが、
なぜ「使える日本語」が身についているのでしょうか。
それは、ただ単にフレーズを「覚えた」のではなく、
「体感」してきたからです。

音を

聞く
音を真似て

話す

音の意味が
わかる

自分で使う
音が

文字になる

文字が

読める

文字が

書ける

つまり、「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの技能の
ステップを踏んで初めて「使える言語を学ぶ」ということになるのです。

言語学習
プロセス

そこで、　　　　　　なら必要なものをすべて学習できます！

聞く お母さんやお父さんが話す、音を聞く

話す 音を真似て、自分の声にして、発する

読む 音を文字にすることで、音を読む

書く 文字にした音を書く

「言語」を学ぶためには、「言語」学習プロセスが必要　

13年6月30日日曜日



小学生を主対象とした 英語学習プログラム 

学びを楽しむ
子ども

アルファベット～TOEIC®Test　600点レベル

Lepton (レプトン) とは

世界で通じる
英語力 

英語を使っていかに自分を表現できるのか

※TOEIC®Testとは、英語によるコミュニケーション能力をはかる世界共通のテストのことです。
　テキストの最後にTOEIC®Testに関する詳しい内容を記載しておりますので、ご覧下さい。

本格的な英語学習を自らの意志で学んでいくことができる英語学習

大学や社会において、その英語力を測る「ものさし」が、
 世界基準のTOEIC®Testとなってきています。
個人のペースに合わせて、無理なく楽しみながら

TOEIC®Testでハイスコアを目指し学習していきます。

今、求められているのは「使える英語力」

13年6月30日日曜日



・ネイティブの先生と話せて楽しいけれど、
　きちんと身に付いているのか分からない

・教える先生によって語学力やコミュニケーション能力が異なるので、　　　　
　子どもの学力に差が出たり、先生との相性が合わない場合がある

・何年も通っているのに、アルファベットが正しく書けない

・授業がすべて英語なので、わからないまま進んでしまう

・グループレッスンだとうまく質問できず、
　生徒の習熟度がバラバラで遊び感覚になりやすい

従来の英会話スクール・英語教室では、こんな問題が…

これまでの「英語学習」は、、、

は個別指導、かつ、4技能すべてをバランスよく学んでいきます

13年6月30日日曜日
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「もっとやりたい・学びたい」姿勢が身に付きます。

「使える英語」役に立つ英語が身に付きます。

単純だからこそ、次のステップに進みたくなり、自分から学んでいきます。

TOEIC®Testは、実社会における英語でのコミュニケーション能力を測るテストです。
TOEIC®Testにおける600点は、社会人として身につけておきたい英語力の目安の点数になります。
Leptonは、TOEIC®Test600点レベルの学習を幼少期から始めることができます。

子どもは、真似したがり、ちょっと難しいものに挑戦したがり、競争したがるものです。
その心をちょっと突いてあげるだけで、自分から学んでいくようになります。
正しい発音ができるように、何度も聞いて「真似て」声に出す。 何度も読んで「真似て」書く。

だから、知らぬ間に、英語を使うことが当たり前になっていきます。

13年6月30日日曜日



【特長①】 個別学習・指導の英語教室

CD音声に沿って
自主学習します

CD音声は、ネイティブ発音と日本語の説明になります。
ネイティブ発音により、

正しい発音を身につけながら、
日本語の説明により、

次に何を学習するのかの指示が分かるので
迷いなく進む事ができます。

CDを使った個別学習なので、
わかるまで何度でも、聞き取れるまで何度でも
自分のペースで進められるので
無理なく、理解が深まります。

自分のペースで進むから無理がない

さらに、話すだけではなく読み書きも行います。
自分のペースで自分の学習を進めていくことができます。

個別学習だから、
分かるまで何度も繰り返し学習できる！

13年6月30日日曜日



【特長②】 英語の4技能を身につける

ネイティブによる
正しい発音CDで
「英語耳」をつくる

聞く
自分が納得するまで
何度でも聞いて

きとんとした英語の発音を
聞き取れる下地をつくっていきます。

英語特有の「音」を聞き取る耳をつくることは
難しい事ではありません。

ただ、何度も何度も聞いて、
英語を聞き慣れている耳にすることが

大事なのです。

そして、何度も何度も聞いているうちに
英語の音をしっかりと聞き分けられる脳が鍛えられ
英語の音をしっかりと聞き分けられる耳になるのです。

…正しい音を知る・学ぶ

13年6月30日日曜日



こんなことをチェックします□
check項目

□正しい発音できているか

専任チューターに
よる個別チェック

１～２ページごとに毎回チェックを行います。
発音、スペルの確認をするので、

理解度を確認しながら進めることができます。

話す

えいめい塾のチューターは
TOEIC®Test750点以上で

海外経験ありの生きた英語を知っている講師陣です

…正しい音を真似て、声に出す

□正しく読むことができるか
□正しく書き出すことができるか

ネイティブ発音をまねて、
何度も繰り返して

声に出して練習します。
英語を発することが自然に身に付きます。

正しい音を、真似して
自分の声に出して、練習することが大事なのです。

【特長②】 英語の4技能を身につける

13年6月30日日曜日



書く

聞く・声に出す に加え
読み・書きも徹底

読む音を文字として知る・学ぶ…
音を文字化することで、

言葉を理解することができます。
読み・書きの練習を徹底することで、

言葉を自由に使いこなせるようになります。

正しい発音を聞きながら、
読み進めるので、音が文字として理解できます。

読むだけではなく、塾でもご家庭でも
書けるようになるまで徹底して練習します。

【特長②】 英語の4技能を身につける

13年6月30日日曜日



They loved him so much and raised him like a treasure.

次に出てくる文章は、有名な物語です。
大きな声に出して読んでみましょう！

どうですか？
慣れていないと、ちょっと詰まってしまいますね。
そんなとき、読み方のルールさえ知っていれば…

そのルールが、フォニックスです。

【特長③】 フォニックス学習

Long,long ago there lived an old man and his wife in a village. 
They had no children, so they had prayed and asked God for a baby 

"God,please give us a baby. Even if it is an inch baby, that's okay."
One day,to their surprise, 
they were blessed with a small baby, 
whose height was only one inch or so.
They named him 'Issun-boshi',
One-Inch Boy.

every day.

13年6月30日日曜日



フォニックス→英語の基礎となる
Phonics ＝ 英語の音(発音)と、つづり字のきまり

アルファベットの並び方や、母音と子音の組み合わせで変化する発音を学びながら、同時にやさしい
単語を覚えていきます。将来のきちんとした発音とリスニングは、この基礎学習で習得しておきます。

Apple
Ant
ArrowA
Bridge
Ball
BeeB

あれ？
同じAでも

つづりによって
発音が異なります

フォニックス学習で
発音とつづり字の
きまりを学びます

Cat
Cap
CarC すると…

Newな英単語も
読み方が分かります。

13年6月30日日曜日



【特長④】 将来につながるカリキュラム

中学準備、英検、TOEIC®Test 600点レベルの
英語力養成まで、将来につながるカリキュラム設計

13年6月30日日曜日



取り組みやすいテキスト

全ページフルカラーテキストと、楽しいチャント（うた）やパズルで、
親しみながら学習を進めることができます。

アルファベット フォニックス 会話の応用表現 動詞を使った
会話文の
書き取り

疑問文を使った
問題を解く

中２レベル
の会話表現

1000語強レベルの
会話表現

STARTER(入門) BASIC(初級)

INTERMEDIATE(中級)

13年6月30日日曜日



ＤＯＧ×４冊 BIRD×６冊
２６５語

ROBOT×６冊
２９７語

BUTTERFLY×６冊
３０５語

AIRPLANE×６冊
４１０語

ROCKET×６冊
４２３語

SPACESHIP×６冊
４６７語

ADVANCED 
４シリーズ３２冊

＋
GRAMMAR 
４シリーズ　４冊
４０１９語

READING ５シリーズ　５冊
３４３語

テキスト　シリーズのご紹介

テキスト
全81冊
(全てCD付)

各約100ページ
単語:6529語

13年6月30日日曜日



教材ラインアップ①： 初期40段階

アルファベット→フォニックス→会話表現
7シリーズ・4０巻

ROBOT
1～6巻

アルファベットから中２レベルまで自分の力に合わせて選べる７段階(全てCD付)

DOG
1～4巻

BIRD
1～6巻

文字・単語の『読み』『書き』

『アルファベット』の練習
『フォニックス』で発音の練習

英語を学ぶための
基礎力を身につけます

入門

ROBOT
1～6巻

BUTTERFLY

1～6巻
あいさつや自己紹介の
『基礎会話表現』

身近に使用する簡単な会話表現
簡単な長文読解

文法とは教えず、楽しく学べる

初級

AIRPLANE

1～6巻
ROCKET
1～6巻

検定試験形式クイズと
中学レベルの『日常会話表現』

子ども達の身近なくらしに即した会話表現
一文の単語量を増やした長文読解
検定形式リスニングやクイズ

難易度が少し上がり、穴埋め問題にもTRY

中級

SPACESHIP

1～6巻

13年6月30日日曜日



教材ラインアップ②： READING

ストーリー(童話、民話)中心で、絵本感覚
ROBOT以降の読解教材・全５巻

TOEIC®Testはリーディング（読解問題）が５０％になります。通常
テキストで学習した単語やフレーズを使った、リーディング専用のテキ
ストを使ってばっちり対策！絵本感覚れ長文読解力を養います。

13年6月30日日曜日



中1～高校レベルの文法の体系学習が追加
4シリーズ・32巻 ＋ GRAMMAR 4巻
教材ラインアップ③：ADVANCED

【Advancedシリーズで学習する文法事項の例】
中１ ： 動詞、助動詞、名詞、代名詞、冠詞、形容詞、副詞、前置詞、 命令文
中２ ： 時制、進行形、不定詞、動名詞、 接続詞、比較
中３ ： 受け身、現在完了、関係代名詞、 付加疑問、間接疑問、分詞構文 
高校： 過去完了、関係副詞、知覚動詞、 使役動詞 、話法、仮定法  など

13年6月30日日曜日



Eラーニング（自宅学習用）

レッスンだけでなく、家でも学習できます。組み合わせパズルやク
イズなどで、楽しみながら英語の知識をきちんと定着させます。

メモリーゲーム
読み上げられた単語を見つけます。

マッチング
単語と日本語訳を正しくつなげます。

リッスン＆リピート
読み上げられた単語を発音します。

自分の声を録音して、何度も練習できます。

ディクテーション
読み上げられた単語を書き取ります。
音を文字化していく練習です。

学んだその日のうちに復習
ご家庭でも、インターネットで
「聞く」「話す」「読む」「書く」

４技能を、ゲーム感覚で
楽しく学んでいく事ができます。

13年6月30日日曜日
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英会話教室にずっと通っていたが、
Leptonに来て書く力がついた。（小１）

小6から始めたが、1年間で中学英語
準備としても大変役立った。（中1）

外国人を見かけると、
「なんて話しかけたらいい？」
と聞いてくる。（小４）

親が過去に成人してからTOEIC®を　
受けた経験がありますので、もっと　
早い段階からその環境があることに　
大変魅力を感じました。（小3）Leptonは資格に直結しているので、

将来に活かせそう。（小2）

習った単語を家で発音することがあるが、
その発音が日本語らしくなくて、
発音はよいなと感じる。（小２）

私立小で4年間英語を習ったが、英語嫌い
になっており、あまりに（単語を）読めな
いのに驚いた。Leptonに来てから楽しん
で英語ができるようになり、読む力もずい
ぶんついてきた。（小4）

保護者様の声(一部ご紹介)

13年6月30日日曜日
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これまでネイティブにこだわって他教室
に通っていたが「書けない」「複数生徒
がいるとふざけて集中できない」「先生
の話しが全く分からないこともあり、質
問も難しい」。それがLeptonに来て解
消されたのでよい 。（小5）

グループレッスンだとみんなのかげ
にかくれて発音しなかったが、
Leptonの個人でやるスタイルはこ
どもにあってるようだ。（小3）

自分の名前を英語で書けるのが
うれしそう。単語を口にだす。(小１)

単語を書く時に、見当はずれなつづり
を書くことがなくなった。フォニック
スの重要性を感じた。（小４）

街で目にするアルファベットを読め
る。小文字も読めて書ける。（年長） 学校英語では個人指導を望めないが、

ここではきめ細やかにみてくれて
うれしい。（小3）

保護者様の声(一部ご紹介)

13年6月30日日曜日



TOEIC®Test(トーイック)とは

Test of English for International Communicationの略で、

・合否ではなく、10～990点までの5点刻みで、スコア評価
・グローバルスタンダード
・コミュニケーション英語能力を正確かつ総合的に評価

《TOEIC®Testの特徴》

TOEIC®Testは、社会が求める英語力を測定

そのため、多くの企業がTOEIC®Testを採用基準として取り入れています。
英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通のテストのことです。

TOEIC®TestにつながるJET(Junior English Test)の実施も行っています。
小学生向けで、TOEIC®Testの前段階のテストになります。
JETを受けていただく事で、進捗確認かつ、モチベーションを維持します。

では、TOEIC®TestにつながるJETも実施

13年6月30日日曜日
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年々、受講者は増加傾向！
TOEIC®Testの認知度も高まってきています。

TOEIC®Test 受講者も増加中

13年6月30日日曜日



TOEIC®Test　これからの必要性

日本人のTOEIC®平均点
（大学新卒社員の平均）

460点
※過去15年以上、ほぼ平均点は変わらず

社会で必要な点数

最低600点

ＧＡＰ

今、TOEIC®Test を学習していく必要性は、日本の現状にある！

13年6月30日日曜日



求められるのは、TOEIC®Test600点以上の英語力

企業が求めるTOEIC®Testスコア
【新卒の採用基準】  

三井物産 600点以上

旭化成、ブリヂストン、東京電力 700点以上

日産  （技術職） 800点以上

韓国サムスン 900点以上

【昇進・昇格の基準】  

パナソニック 係長・課長クラス 550点以上

トヨタ 係長 600点以上

楽天 全社員 600点以上

日立 入社2年目 600点以上

ソニー 全管理職 650点以上

野村ＨＤ 国際部門の新卒社員 860点以上

韓国サムスン 課長クラス以上 920点以上

※TOEIC®Test  =  990点満点

出所:  （株）EVAN　調べ

13年6月30日日曜日



大学入試にもTOEIC®Testを採用

求められるのは、TOEIC®Test600点以上の英語力

【公募・自己推薦入試、AO入試】  

出所:  TOEIC®Test公式ホームページより作成

※TOEIC®Test  =  990点満点

関西大学 外国語学部 620点以上

立命館大学 経営学部、経済学部、

理工学部、産業社会学部  ほか
650点以上

中央大学 総合政策学部 700点以上

上智大学 外国語学部（英語学科）、

法学部（国際関係法学科）
700点以上

青山学院大学 国際政治経済学部 730点以上

明治大学 商学部 770点以上

早稲田大学 人間科学部 800点以上

13年6月30日日曜日



料金表

《小1～３生》 Lepton 国語・算数＆Lepton
コツコツ週２日 8,400 9,450

じっくり週３日 10,500 11,550 たった

＋1,0
50円～

算数と
国語も

学べま
す！《小４～６生》 Lepton 国語・算数＆Lepton

コツコツ週２日 8,400 11,550

じっくり週３日 10,500 13,650

Lepton… Lepton英語の学習コースになります。 
                       まずは、英語をしっかり学習したい方におすすめのコースです。

※別途で、教材費が購入ごとに一冊2,520円発生致します。

※別途費用として、教材費が購入ごとに一冊2,520円、冷暖房費・施設維持費がかかりますので、ご了承ください。

Lepton英語＆えいめい塾の算数・国語の学習コースです。
算数と国語は、定額で毎日好きな時間に通うことができます。

国語・算数＆Lepton…

13年6月30日日曜日


