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英語学習が 
続かない 

  英語は、水泳やピアノと同じ技能教育です。
水泳もピアノも、基本の型をくり返し練習して身
につければ、あとは自由に泳げるように、弾け
るようになります。自分に合った学習法や適切
な指導のもと、あせらず、楽しみながら学習し
ていけば、英語は必ず上達します。 

  しかしながら、英語の上達には何年も時間
がかかります。レプトンの場合、週2回のペー
スで通い続けても、全81冊のテキストを完全制
覇するには、約6年必要です。英語の習得で
一番大切なのは、長く続けることです。 

日本中が、サッカーW杯の日本対コートジボワール戦に熱狂していた
2014年6月15日の午前中、日本各地のレプトン受講生たちは、日頃の
学習で身につけた英語の実力を試すために、「TOEIC®の子ども版」と
も言える英語検定試験「JET（ジェット）」に挑戦していました。中には、
日本代表のユニフォームを着て受検する生徒さまもいました。写真は、
広島、東京、京都のレプトン教室でのJET受検の様子です。 

Lepton新井口教室（広島市） Lepton芝浦教室（東京都港区） Lepton御所南教室（京都市） 

  一方、お子さまが途中で投げ出さずに続け
ることが一番難しいと、多くの保護者さまが感
じていらっしゃるのではないでしょうか？ 

  NHK朝の人気番組 『あさイチ』でレプトン
は「英検キッズ」、幼稚園児や小学校低学年か
らTOEIC®600点を目指す本格英語教室とし
て紹介されました。 

  これまでに累計6,000名以上の検定試験の
受検実績をもとに、お子さまが英語を楽しく続
けられる「検定試験の使い方」について、生徒
さま・保護者さまの体験談も交えてお話します。 

W杯よりも検定試験！ 

広島市の大規模な土砂災害の被害に遭われた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。 



 これからの英語教育は 
 「コミュニケーション英語力」重視へ 
 
 TOEIC®受検者数が英検を抜き過去最高に 
 TOEIC®780点以上は大学入試センター試験の英語を 
 「満点」換算することを文部科学省が検討 
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  下の表は、みなさまよくご存知のレプトンのロードマップ（Road Map）です。ロードマッ
プとはもともと「ドライブ用の道路地図」のことで、それが転じて「目標実現までの道筋を示
す表」「いつまでに何をやるという目標や方法を定めた表」などの意味で使います。 

  そして、レプトンのロードマップでは、検定試験がそれぞれの学習目標にどれだけ近
づいたかを示す「道しるべ」の役割をしています。レプトンでは原則として、JET（ジェット）
とTOEIC®の2つの検定試験を、英語上達の道しるべ、つまり具体的な目安として使って
います。 

英語上達の道しるべに 
検定試験を使おう！ 

J E T の合格級で 
うちの子の英語力が 
どれだけ伸びたか 
一目で分かるわ。 JETの各級に合格すると、

上の「合格証」がJET委員
会から発行されます。一方、
残念ながら不合格になって
しまった生徒さまには、下の
レプトン教室手作りの「チャ
レンジ賞」の賞状が贈られ
ます。 

合格自体が目的ではない 
  みなさまに注意して頂きたいのは、
検定試験に合格すること自体が目的
ではないということです。受検すること
で、「やっぱりできた」「英語が上手に
なってきたな」あるいは「もっと上手に
なりたい」など、お子さま自身に、自
分の英語力が伸びていることを、身
をもって実感してもらうことが一番大
切なのです。 

 

明確な目標は、学習の励みになる 
  目の前に明確な目標があると、お
子さまのやる気が引き出されたり、励
みになったりします。たとえば、「11月
のJETまでにはテキストがここまで進
むから、7級に挑戦できる」「今回は4
級だったけど、次は3級に合格する」
などの具体的な目標があると、日頃
の学習のモチベーションも上がります。 

  また、JETに合格すると、JET委
員会から「合格証」が贈られます。 

 
もし不合格になったら・・・ 
  一方、「検定試験なんて、うちの
子には早すぎるのでは？」「不合格
になったらどうしよう？」と思われる保
護者さまもいらっしゃると思います。 

 レプトンでは、幼稚園年中の受講
生からJETを受検しています。もち
ろん、毎回全員が合格できるわけで
はなく、中には残念ながら不合格に
なってしまう生徒さまもいます。 

  先日、不合格になった幼稚園児
の生徒さまの保護者さまに、JET受
検後のお子さまの様子をお伺いした
ところ、「試験が楽しかったのと、
チャレンジ賞の賞状がうれしかった
ようで、落ち込んでおらず、次はもっ
とがんばる、と言っていました」とい
うお話を頂きました。 

  このように、レプトンの受講生た
ちは楽しんでJETを受検しています。
その理由については、次項以降で
お話します。 



9-10級 
37% 

7-8級 
23% 

5-6級 
23% 

3-4級 
12% 

1-2級 
5% 
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JET（ジェット）を選ぶ7つの理由 

1年未満 
15% 

1～2年 
20% 

2～3年 
15% 

3～5年 
21% 

5年以上 
29% 

幼稚園児 
6% 

小1 
13% 

小2 
14% 

小3 
15% 

小4 
16% 

小5 
19% 

小6 
12% 

中学生 
5% 

どんな子たちがJETを受けているの？ 
（2014年2月試験より； レプトン受講生以外も含む） 

学年 

英語学習 

年数 

受検級 

幼稚園児と小学校低
学年の受検者が、受
検者全体の約半分を
占めます。レプトン
では、幼稚園の年中
から中学生まで受検
されています。 

英語学習歴が長い受
検者もいる一方で、
英語の学習を始めて
１年未満の受検者も
比較的多くいます。
早い生徒さまの場合、
レプトンの受講を始
めて２～３カ月で受
検を始めています。 

受検者がもっとも多
いのは、入門レベル
の9-10級です。 
レプトンでは特に
BIRD受講中の生徒
さまが多数受検され
ています。DOG受
講中に9級合格の生
徒さまもいます。 

出所： JET委員会提供データをもとに作成 

  全国のレプトン教室が採用する「TOEIC®の子ども版」検定試験 JET（Junior 

English Test）。これまでに累計6,000名以上の受講生が受検しています。 

  レプトンがJETを選んだ理由とは？ 

高校生 

1%未満 

幼 稚 園 年 中 の 受 検 生
（2014年6月15日、Lepton

芝浦教室にて撮影） 

成績分析表イメージ 

主に小学生の日常生活に密接した、実用
的なコミュニケーション英語力試験である。
聞く（＝話す）力だけでなく、読む（＝書く）
力もバランスよく試される。 

 

レプトン受講生だけの内部試験ではない。
（レプトン教室以外の）学習塾、英語塾、英
会話教室、プリスクール、私立幼稚園、私
立小学校、私立中学校などの子どもたち
が参加している全国オープンの検定試験
である。また、中国や韓国など海外でも実
施されている。 

 

1～10級の10段階に細かく設定されており、
テキストの進度に合わせ、英語学習歴１年
未満の入門・初級者から上級者まで受検
できる。幼稚園児も受けられる。 

 

年3回受検機会があり、数カ月ごとの短期
目標を設定しやすい。仮にうまくいかなくて
も、すぐ次に向けて軌道修正できる。  

 

個人がどれだけ目標を達成できたかをみ
る「絶対評価」で成績をつけるので、合格
ラインは常に一定に保たれている。また、
高度な統計処理により、問題の難易度も
毎回同じレベルに維持されているので、他
の受検者の出来を気にせずに、自分の実
力が確かめられる。 

 

得点や合否結果だけでなく、詳細な成績
分析表（スコアレポート）が付いてくるので、
自分の弱点や苦手分野がはっきり分かる。  

 

TOEIC®開発者がつくった検定試験なの
で、TOEIC®にスムーズにつながる。 
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実用的な英語力を楽しく試す 

子どもたちの日常生活場面での会話の理解力や描写力 

中学校の教科書ではふつう習わないが、日常生活では不可欠の単語力 

JETは、単語の意味や会話の決まり文句などの単純な暗記力、あるいは文法訳読力を
測るような、学校英語準拠型の検定試験ではありません。以下の例のように、子どもたち
の日常生活場面において、実際にコミュニケーションをとるために必要な英語力を、詳細
かつ楽しげに描かれたカラーイラストをたくさん使って測定します。 

これらのイラストは、JET委員会が公式ホームページ上で公開している無料の
『JETオンライン模擬試験』(http://www.jet-japan.ne.jp/)からです。各イラス
トが表している場面や状況を説明する英文がパッと頭に浮かびましたか？ 

これらのイラストも無料『JETオンライン模擬試験』からです。 

英語がスラスラ出てきましたか？ 

jar びん 

earthworm ミミズ 

ladder はしご 

pot 鍋 

pigeon ハト 

crosswalk 横断歩道 

grasshopper バッタ 

kitten 子ネコ 
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  JETは、TOEIC®開発者が率い
る米国のテスト開発機関IMET（アイ
メット）が制作する「TOEIC®の子ども
版」とも言える検定試験です。 

  そのため、以下のようなTOEIC®

の問題をモデルとしてJETはつくら
れています。 

身の回りにある文章から、必要な情報を読み取る力 

イベントの告知文 Eメール 

ニュース記事 

TOEIC®に自然とつながっていく 

出所： TOEIC®公式ホームページ 

  たとえば、JETではカラーイラスト
が使用されていますが、TOEIC®で
は、モノクロの写真が使われています。 

  一方、読解に関しては、JETと同
様に、クーポン券やEメールなど、身
の回りにある文章から必要な情報を
読み取る問題となっています。 

これらの文章も無料『JETオンライン
模擬試験』からです。英文の一言一
句すべてを日本語に訳す（英文和
訳）力が試されるのではなく、たとえ
ばイベントの告知文であれば「いつど
こで行われるのか？」、Eメールであ
れば「用件は何か？」などのように、
必要な情報を読み取る力をJETは試
しています。 
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着実に力をつけていると実感できた 
Nakaishi  Miyu       小学5年生 

中石 実柚さん    受講歴：1年4カ月（週2回受講中） 

             DOG → BUTTERFLY 

Nakaishi  Kyoko           小学3年生 

中石 杏子さん    受講歴：1年4カ月（週2回受講中） 

             DOG → ROBOT  
写真左 写真右 

いつも姉妹で仲よく電車で通ってくる実柚さんと杏子
さん、二人とも着実にステップアップしていますね。
レッスンも集中して取り組めています。 （金山先生） 
 

「少し難しかったけど、習っていない文章でも知って
いる単語と単語を合わせてみたら意味が分かるから、 

JETはおもしろかったです」 実柚さん （写真左）  

 
「難しかったけど、9級に合格できてよかったです」 

杏子さん （写真右） 

2013年 

11月 

2014年 

6月 

9級合格 7級合格 

2013年 

11月 

2014年 

6月 

10級合格 9級合格 

実柚さんのJET受検歴  

杏子さんのJET受検歴  

  学校で英語の授業が始まる前に、
少しでも英語に慣れてほしいと思い、
昨年の4月から週2回通わせています。
聞く・話す・書くといろいろな英語力を
伸ばすことができ、それぞれの子ども
のペースでテキストを進めていけると
ころに引かれました。 

  二人とも週2回のレッスンでしか英
語学習はほぼしていません。親として 

は「大丈夫かな？」と思うときもありま
すが、JETを受けることで今の実力を
試す機会があってよかったと思って
います。目標とする級よりも上の級に
合格したときはびっくりしましたが、着
実に力をつけているんだなあ、と実
感しました。 
 
        保護者の中石幸恵さん 

Lepton新井口教室（広島市） 

中学2年生 積極性や自信が加わった 
Ohgi  Makoto      中学2年生 

扇 真珠さん    受講歴：1年10カ月（週2回受講中） 

        ROBOT → ADVANCED Leo 

2013年 

2月 

2013年 

6月 

2013年 

11月 

2014年 

2月 

2014年 

6月 

9級合格 7級合格 5級合格 3級合格 2級合格 

Lepton新井口教室（広島市） 

   

  将来、英語を活かした職業
に就いてほしいと思い、小学6

年生のときにレプトンに入会さ
せました。学校の英語の成績
が上がり、海外にも興味も持ち
始めました。 

  JETを受検することで、ま
すます英語への興味が深まっ
たようで、将来は留学したいと 

話しています。  

  また、日頃の言動にも積極
性が加わりました。表情も生き
生きしており、自信を持つこと
の大切さを痛感しています。 

  娘が目標に向かって歩ん
でいる姿に頼もしさを感じます。 

 

      保護者の扇陽子さん 

将来は海外で小学校教師になりたい、その夢のた
めに英語をがんばって勉強している真珠さん、彼女
の意識の高さにはいつも感心します。（金山先生） 
 

「1-2級は、3-4級とは違い、リスニングやリーディン

グ一つひとつの単語が難しかったです。特にリスニ
ングは、普段、私が話す英語のスピードとは全く違
い、速くてあまり聞き取れませんでした」  
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由輝さん・美月さんのJET受検歴  

子どもたちが自主的に受けたいと言う 
Matano  Yuki          小学3年生 

俣野 由輝さん    受講歴：9カ月（週2回受講中） 

             BIRD → BUTTERFLY 

Matano  Mizuki           小学3年生 

俣野 美月さん    受講歴：9カ月（週2回受講中） 

             BIRD → BUTTERFLY  

2013年 

6月 

2013年 

11月 

2014年 

2月 

2014年 

6月 

9級合格 7級合格 5級合格 4級合格 

Lepton御所南教室（京都市） 

  0才から毎日英語の歌のCDをか
けたり、DVDを見せたりしていました。
小学校でJETを受検するようになって、
すぐにレプトンに入会を決めました。   

  JETは毎回受けています。学習中

のテキストよりもかなり上の級になると、
先生からも「今回はお休みしては？」
と言われます。しかし、本人たちの 

「受けてみたい!!」という強い希望で

続けて受検しています。おかげさまで、
順調に合格してきましたので、私が
びっくりしているとともに、本人たちの
やる気に感心しています。最初は軽
い気持ちで受けさせたJETですが、
今では次の級を目指してがんばって
います。 
 

  最初からあきらめず、チャレンジ
する気持ちが、今まで以上に強くなっ
たと思います。これからもモチベー
ションをよい状態に保って、結果につ
なげていってくれたらと思います。 

 

 

        保護者の俣野明彦さん 

レプトン入会前からJETを受検している双子の由輝
さんと美月さん。二人にJETを積極的に受検してい
る理由を尋ねたところ、そろって「早くJETを終わら

せて、テキストを進めたい。難しくても挑戦したい」
という頼もしい答えが返ってきました。（池田先生） 
 

「3-4級はリーディングが難しかったです。分からな

い単語もいっぱいあった。迷っているうちに、時間
がなくなってしまいました」 由輝さん （左の写真）  

明確な目標があるから、レッスンも毎回がんばれる！ 

「3-4級は、後半のリーディングが難しかったです。

単語も分からなかった。リスニングは、自分でもだ
いたいできたと思います」 美月さん （右の写真） 
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小学3年生で1級合格! 次はTOEIC® 

Watari  Yu          小学4年生 

渡里 優さん     受講歴：3年6カ月（週2回受講中） 

        AIRPLANE → ADVANCED Libra 

約2年半の間、JETを毎回欠かさず受検し、昨
年ついに1級に合格された優さん、「1級取る

のは、難しかったです。」 プレッシャーもあっ
たかと思いますが、その分、1級に合格された
ときは、本当にうれしそうでした。（金山先生） 

  1～2才の頃からCDで英語の歌や
物語などを聞かせていました。私自
身も中学時代から英語の勉強にかな
りの時間をかけてきましたが、どうして
も発音が日本語よりなので、小さい頃
から学習した方がよいと思っていまし
た。 

  レプトンでは、AIRPLANEテキス
トから学習を始めて、 JETは5-6級か 

ら受け始めました。1級合格には1年

かかったけど、受かったときはまだ小
学3年生で、今までで一番うれしかっ
たです。また、英検3級にも合格しま
した。今は、TOEIC Bridge®（※主
に高校生や大学生向けのTOEIC®）
と英検準2級の勉強をしています。 

          

            保護者の渡里学さん 

2011年 

6月 

2011年 

10月 

2012年 

2月 

2012年 

6月 

6級合格 5級合格 4級合格 3級合格 

2012年 

10月 

2013年 

2月 

2013年 

6月 

2013年 

11月 

2級合格 2級合格 2級合格 1級合格 

回 試験実施日* 申込受付期間 

第13回 
2014年 

10月29日～11月4日 

2014年 

8月1日～10月1日 

第14回 
2015年 

2月11日～2月17日 

2014年11月14日～ 

2015年1月14日 

*JETの実施日は、教室によって異なります。お通いの教室に直接お問い合わせください。 

http://www.jet-japan.ne.jp 

さあ、腕試しに 
JETを受けましょう!! 

Lepton新井口教室（広島市） 


