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自分のペースで

どんどん進むのが楽しい!! 

写真は、Lepton西
広島教室（広島県

広島市）に通われ

ている仲良し三人

組のMioさん（左）、
Koharu さ ん （ 中
央）、Narumiさん
（右）です。全員小

学4年生の同級生
です。本誌3ペー
ジに登場します。

※本誌に登場する生徒様の学年や

学習進度などは、2013年11月時点
のものです。

レプトンは“いつからでも、どの

英語レベルからでも始められ

る”個別指導型英語教室です。

聞く・話す・読む・書くの４技能

のバランスよいトレーニングを、

生徒様個々人の英語力に合

わせた11シリーズ（全81冊）の

オリジナルテキストを自立学習

するスタイルで行います。

通常、週２回（２時間）の受講

で、月にテキスト（各冊約100

ページ）が１冊終了します。今

回のレプトンタイムズでは、英

語の初学者から学習経験約

10年の生徒様まで総勢17名

に、レプトンが楽しいと感じる

点についてお話し頂きました。
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どんどん進むのが楽しい

とっても楽しい、大好きです。

10カ月間でテキスト14冊終了

受講歴：10カ月／ROBOT学習中（テキスト14冊終
了）／Junior English Test 7級取得

小学2年生

知原知原知原知原 佑実佑実佑実佑実 さんさんさんさん

Yumi Chihara

Lepton御所南教室 （京都府京都市）

http://www.lepton.co.jp/class/kyoto/375.html

受講歴：4カ月／BIRD学習中（テキスト7冊終了）

安藤塾Lepton鈴鹿白江旭が丘教室（三重県鈴鹿市）

http://www.lepton.co.jp/class/mie/504.html

小学5年生

羽多野羽多野羽多野羽多野 尋斗尋斗尋斗尋斗 くんくんくんくん

Hiroto Hatano

3カ月間でテキスト7冊終了。

英語への苦手意識を克服!

週３回受講週３回受講週３回受講週３回受講

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

「「「「単語をリズムに合わせながら単語をリズムに合わせながら単語をリズムに合わせながら単語をリズムに合わせながら

学ぶのが楽しいです学ぶのが楽しいです学ぶのが楽しいです学ぶのが楽しいです」」」」

レプトンに行くときに、尋斗が楽しいと

毎回言うのに驚いています。小学校

の授業が分かりにくいと言っていまし

たが、レプトンに通ってから、分かる

ようになったと、うれしそうに話してく

れました。家でも暇なときは、弟と一

緒に（学習済テキストの）CDを聞いて
いますよ。

保護者様の羽保護者様の羽保護者様の羽保護者様の羽多多多多野謙一さん野謙一さん野謙一さん野謙一さん

英語に対して苦手意識も多少あり

ましたが、英語が分かるようにな

ると楽しいんだということを知っ

てもらえるよう、普段から心掛け

ています。週3回も教室に来てがん

ばっている姿が、とてもカッコイ

イと思います（加藤慧先生）

個別対応だから、英語経験者も、初学者のお子様も安心。

英語は特別なものではなく、

ふつうの当たり前のものにし

てほしいと思い、1才からネイ
ティブの先生の、遊んだり、料

理したりという英会話教室に

通わせていました。しかし、実

践で全く使うことができない会

話力や書く力にショックを受け

ました。レプトンは、TOEIC®
につながる Junior English
Testにトライできる環境が整っ
ているので入会しました。受講

1カ月もたたないのに、スペル
を正しく書けるようになったこと

に、まず驚きました。

小学２年生にして、英語学習

歴７年の佑実さん、「「「「レプトンはレプトンはレプトンはレプトンは

とっても楽しいとっても楽しいとっても楽しいとっても楽しい、、、、大好きです大好きです大好きです大好きです。。。。

（（（（英語が英語が英語が英語が））））バランスよく学べてバランスよく学べてバランスよく学べてバランスよく学べて、、、、

先生がとってもやさしいからで先生がとってもやさしいからで先生がとってもやさしいからで先生がとってもやさしいからで

すすすす。。。。英語の本を読んだり英語の本を読んだり英語の本を読んだり英語の本を読んだり、、、、ハハハハ

ワイに行っワイに行っワイに行っワイに行ってててて、、、、外国の方とお外国の方とお外国の方とお外国の方とお

話ししたりしたいです話ししたりしたいです話ししたりしたいです話ししたりしたいです」」」」

知らない単語でも、聞いて書き

取れたときは、本当にびっくり

しました。最近では、街で、英

語で書かれたものを見かける

と、一生懸命読み上げていま

す。分からない単語が出てくる

と、和英辞書で調べるなど、積

極的に学ぶ姿勢に変わりまし

た。

保護者様の知原さやかさん保護者様の知原さやかさん保護者様の知原さやかさん保護者様の知原さやかさん
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Lepton西広島教室 （広島県広島市）

http://www.lepton.co.jp/class/hiroshima/269.html

自分のペースで進むのがいいね

友だちと一緒でも、一人でも、レプトンに行くのが楽しい。

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講 週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講 週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

個別・自立学習スタイルだから、自分のペースで学習できる。

小晴さん

（写真左）

「「「「難しいテキストに難しいテキストに難しいテキストに難しいテキストに

トライしてトライしてトライしてトライして、、、、それがそれがそれがそれが

できたときが楽しできたときが楽しできたときが楽しできたときが楽し

いいいい」」」」

受講歴：8カ月／ROBOT学習中（テキ
スト11冊終了）／Junior English Test
10級取得

小学4年生

山本山本山本山本 小晴小晴小晴小晴 さんさんさんさん

Koharu Yamamoto

小３の３月から通わせていま

す。お友だちが通われており、

個別指導でいつでも始めてよ

いとのことでしたので、入会し

ました。最初は、お友だちと一

緒だから通いたいのかなと思

いましたが、レプトンは自分の

ペースで進んでいくのと、英語

は楽しい、面白いと感じている

ようで、最近は一人で行くとき

も、レッスンを楽しみにしてい

ます。習った単語や文につい

て家で質問したりして、親子で

楽しんでいます。

保護者様の山本尚美さん保護者様の山本尚美さん保護者様の山本尚美さん保護者様の山本尚美さん

受講開始から８カ月目で、テキス

ト12冊目と、進度が大変早く、学

習したこともしっかりと定着して

います（長原椿先生）

成美さん

（写真中央）

「「「「自分のペースで自分のペースで自分のペースで自分のペースで

できる所が好きできる所が好きできる所が好きできる所が好き。。。。

家族で海外旅行家族で海外旅行家族で海外旅行家族で海外旅行

に行ってに行ってに行ってに行って、、、、英語で英語で英語で英語で

会話してみたい会話してみたい会話してみたい会話してみたい」」」」

受講歴：2年7カ月／ROBOT学習中
（テキスト11冊終了）／Junior English
Test 10級取得

小学4年生

長谷部長谷部長谷部長谷部 成美成美成美成美 さんさんさんさん

Narumi Hasebe

これからのグローバル社会で

は英語が必須だと思い、幼稚

園のときから英語を習わせて

います。レプトンには、３年生

から通わせています。アット

ホームな教室の雰囲気が、娘

の性格に合っていると思いま

した。進むペースが早いので、

本人も調子いいみたいです。

発音がとても上手になったな

あと思います。

保護者様の保護者様の保護者様の保護者様の長谷部宏美さん長谷部宏美さん長谷部宏美さん長谷部宏美さん

秋から週２回受講に増やして、モ

チベーションが更に高くなったよ

うに感じます。発音も、CDを何度

も聞いてがんばっていますね。

（長原椿先生）

弥桜さん

（写真右）

「「「「自分のスピードで自分のスピードで自分のスピードで自分のスピードで

学習できる所が好学習できる所が好学習できる所が好学習できる所が好

きですきですきですきです。。。。字幕なし字幕なし字幕なし字幕なし

でででで、、、、映画が見たい映画が見たい映画が見たい映画が見たい

ですですですです」」」」

受講歴：1年6カ月／ROBOT学習中
（テキスト11冊終了）／Junior English
Test 9級取得

小学4年生

永宗永宗永宗永宗 弥桜弥桜弥桜弥桜 さんさんさんさん

Mio Nagamune

３年生のときに、子どもが興味

を持ったので始めました。自分

のペースで学習ができ 、

Junior English Testで目標が
達成できる点がよいと思い、

入会しました。

保護者様の保護者様の保護者様の保護者様の永宗伸和さん永宗伸和さん永宗伸和さん永宗伸和さん

自分のペースで学習に取り組み、

集中してがんばっています。週２

回受講に増やしてからは、学習進

度が２～３倍も早くなり、驚いて

います（長原椿先生）
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週2回に変更でペースUP

受講歴：11カ月／ROBOT学習中（テキスト10冊終了）／
Junior English Test 10級取得

アルファ進学スクールLepton石田教室（富山県黒部市）

http://www.lepton.co.jp/class/toyama/90.html

小学3年生

清野清野清野清野 七摘七摘七摘七摘 さんさんさんさん

Natsu Seino

学習進度が2倍になり、

モチベーションもUP!!

受講歴：1年8カ月／ROBOT学習中（テキスト10冊終了）／
Junior English Test 8級取得

秀峰スクールLepton富士教室（静岡県富士市）

http://www.lepton.co.jp/class/shizuoka/132.html

小学4年生

金原金原金原金原 ひなたひなたひなたひなた さんさんさんさん

Hinata Kimbara

“発音がとてもきれい”と

小学校の先生に言われた。

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

学習に慣れてきたら、いつでもペースUPできる。

レプトンに通い始めて、およそ

１年の七摘さん、今春から週２

回に受講回数を増やしました。

「「「「テキストの切り貼りや英語のテキストの切り貼りや英語のテキストの切り貼りや英語のテキストの切り貼りや英語の

歌が歌が歌が歌が好きです好きです好きです好きです。。。。またまたまたまた、、、、単語の単語の単語の単語の

意味を知るのも楽しい意味を知るのも楽しい意味を知るのも楽しい意味を知るのも楽しい。。。。大人大人大人大人

になったらになったらになったらになったら、、、、先生になって英語先生になって英語先生になって英語先生になって英語

を教えてみたいを教えてみたいを教えてみたいを教えてみたい」」」」

ピアノや水泳などと同じように、

習い事の感覚で、英語に触れ

させたいと考えていました。

レプトンの体験レッスンを受講

した子どもが「楽しかった。習

いたい」と言ったのが入会の

決め手でした。親としては、聞

く・話す・読む・書くがバランス

よく学べる点が決め手です。

中１の姉の英語の教科書を見

て、単語の意味を次から次へ

と言っているのには、正直驚き

ました。何より、楽しみながら

続けていることが一番だと思

います。

保護者様の保護者様の保護者様の保護者様の清野勝さん清野勝さん清野勝さん清野勝さん

ことし４月から週２回に受講回数を増やした

ひなたさん、「「「「はさみを使って切ったりするのはさみを使って切ったりするのはさみを使って切ったりするのはさみを使って切ったりするの

であきないしであきないしであきないしであきないし、、、、歌もあるから楽しいです歌もあるから楽しいです歌もあるから楽しいです歌もあるから楽しいです」」」」

ひなたさんは毎回笑顔で教室に入ってきて、先生

も自然と笑顔になります。ひなたさんの大きな声

が教室に響くとみんなが振り返りますね。海外の

人といろんな会話してみたいという目標に向けて、

これからもがんばっていきましょう！

（杉山紀子先生）

多文化社会を迎える中、英語

を使った仕事にも対応できる

ようになってほしいと思い、英

語学習を小３から始めました。

レプトンは主人の勧めです。

４技能をバランスよく学習する

点、個別学習なので自立した

姿勢も身につくので決めました。

身近にある英語に興味を持ち、

自分で発音してみるようになり

ました。小学校の英会話で、

発音がとてもきれいですねと

先生に言われました。

保護者様の金原美水さん保護者様の金原美水さん保護者様の金原美水さん保護者様の金原美水さん

分からない単語は、

自ら進んで辞書で

調べるなど、学習

の定着度も高く、

受講回数を週２回

に変更してからは、

テキストの進度も

２倍になり、より

モチベーションが

UPしたように感

じます。

（田中亜希先生）
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兄弟、姉妹で仲良く

受講歴：11カ月／BIRD学習中
（テキスト 11冊終了）／ Junior
English Test 10級取得

年長

森本森本森本森本 欧甫欧甫欧甫欧甫 くんくんくんくん

Ousuke Morimoto

受講歴：11カ月／ROBOT学習中
（テキスト 13冊終了）／ Junior
English Test 10級取得

年長

森本森本森本森本 桔平桔平桔平桔平 くんくんくんくん

Kippei Morimoto

プロ野球選手になって、メジャーリーグで活躍したい!!

外国の人とお友だちになって、お話したい!!

Lepton御所南教室 （京都府京都市）

http://www.lepton.co.jp/class/kyoto/375.html

受講歴：4カ月／BIRD学習中（テ
キスト6冊終了）／Junior English
Test 10級取得

小学4年生

澤野澤野澤野澤野 光咲光咲光咲光咲 さんさんさんさん

Misaki Sawano

受講歴：4カ月／BIRD学習中（テ
キスト6冊終了）

小学1年生

澤野澤野澤野澤野 友花友花友花友花 さんさんさんさん

Tomoka Sawano

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講 週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

「「「「先生が好き先生が好き先生が好き先生が好き。。。。テキストが楽しいテキストが楽しいテキストが楽しいテキストが楽しい。。。。

英語を覚えるのが楽しい英語を覚えるのが楽しい英語を覚えるのが楽しい英語を覚えるのが楽しい。。。。

自分でたくさん勉強できる所が好き自分でたくさん勉強できる所が好き自分でたくさん勉強できる所が好き自分でたくさん勉強できる所が好き」」」」

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

「「「「自分で勉強できる所が好き。自分で勉強できる所が好き。自分で勉強できる所が好き。自分で勉強できる所が好き。

先生とのやり先生とのやり先生とのやり先生とのやりととととりやチェックが好きりやチェックが好きりやチェックが好きりやチェックが好き」」」」

どんどん英語を覚えて、一緒に○○したい!!

これからの世の中、グローバ

ル化に向けて、英語をしっかり

習得してほしいと思い、３才

（年少）からネイティブの先生

の英語教室に通わせていまし

た。幼児期は英語を育てるの

に最適だと思ったからです。

「聞く」「話す」「読む」「書く」を

同時進行で学ぶ、レプトンの

自学自習スタイルが、我が子

にはマッチすると思い、入会し

ました。二人ともレプトンに行く

のが大好きで楽しみです。前

日から、「明日レプトン～♪」

「Yeah!!」とゴキゲンです。
自宅では、絵本を読むように、

テキストを私に読み聞かせてく

れるので、それが自然に予

習・復習になっています。意欲

的に取り組んでくれています。

保護者様の森本真由美さん保護者様の森本真由美さん保護者様の森本真由美さん保護者様の森本真由美さん

「「「「テキストの内容が難しくテキストの内容が難しくテキストの内容が難しくテキストの内容が難しく、、、、１１１１冊終わる冊終わる冊終わる冊終わる

ごとごとごとごとにレベルアップしているんだと思にレベルアップしているんだと思にレベルアップしているんだと思にレベルアップしているんだと思

えて自身がつくえて自身がつくえて自身がつくえて自身がつく。。。。将来は留学したい将来は留学したい将来は留学したい将来は留学したい」」」」

「「「「新しい英語を覚えられる所が好き新しい英語を覚えられる所が好き新しい英語を覚えられる所が好き新しい英語を覚えられる所が好き」」」」

まず英語を好きになってほし

いと思っていたので、レプトン

に通わせてよかったと思いま

す。最近は姉妹で、習った単

語や覚えた単語について、楽

しそうに問題を出し合っていま

す。

保護者様の澤野裕子さん保護者様の澤野裕子さん保護者様の澤野裕子さん保護者様の澤野裕子さん

小さいときから英語に触れて

いる方が吸収しやすいと思い、

習わせています。レプトンに入

会した理由は、「聞く」「話す」

「読む」「書く」とバランスよく学

べることと、体験レッスンに

行ったときに、子どもたちが楽

しんでいたからです。
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祝 大学・大学院合格!!

受講歴：11カ月／ADVANCED Aries学習中（テキスト20冊
終了）／英検準2級取得

高校3年生

石塚石塚石塚石塚 真由真由真由真由 さんさんさんさん

Mayu Ishitsuka

小学生のうちに

レプトンに出会えた人たちが

うらやましい

受講歴：3カ月／ADVANCED Leo学習 （テキスト16冊終
了）／英検3級取得

高等専門学校 専攻科7年生（※大学4年生と同等）

宮野宮野宮野宮野 遥遥遥遥 さんさんさんさん

Haruka Miyano

一番苦手だった英語…

院試に向け、なりふりかまわず

レプトンを受講しました。

週５回受講週５回受講週５回受講週５回受講

週６回受講週６回受講週６回受講週６回受講

いつからでも、どの英語レベルからでも始められる。やり直せる。

アプスLepton水戸駅南教室（茨城県水戸市）

http://www.lepton.co.jp/class/ibaraki/446.html

「私はレプトンを高校３年生の春

から始めました。対象年齢が私

より小さい子であったため、本

当に高校生の私に合った内容

なのか不安が少しありました。

しかし、知らない単語が出てき

たり、発音のいい英語が聞けた

りと、高校生の私にもよいテキ

ストのように感じました。

テキストで出てくる英文も日常

的な会話なので想像しやすく、

会話表現も覚えられます。ネイ

ティブ発音の単語や会話を遊ん

でいるような感覚で覚えられ、

もっと早く出会えていたらよかっ

たなと思いました。小学生のう

ちにレプトンに出会えた人たち

がうらやましいです」

合格おめでとう。受験まで後がない状

態でしたが、週5回の受講により、

『ROCKET』から開始して、今は

『ADVANCED Aries』まで進みまし

たね。苦しんでいた英語が、今はビッ

クリするほど楽しく進められています。

受験の英語から、外国人と話すための

英語になってきたようです。

（川崎初江先生）

日本大学日本大学日本大学日本大学 経済学部経済学部経済学部経済学部 合格合格合格合格

早稲田大学大学院早稲田大学大学院早稲田大学大学院早稲田大学大学院 情報生産システム研究科情報生産システム研究科情報生産システム研究科情報生産システム研究科 合格合格合格合格

「私がレプトンを始めたのは、大

学院入試３カ月前のことでした。

一番苦手だったのが英語で、行

き詰まっていたら塾長に受講を

勧められました。こんな楽しそう

なテキストでどうにかなるのかと

思いましたが、なりふりかまって

いられず、受講を開始しました。

ある日気づいたら、大学院入試

問題の長文を読むのが楽にな

り、音を聞くだけで単語が書け

る、単語の発音が分かるように

なりました。CDから流れてくる
英語を音楽のように聞いている

だけで、いつの間にかこのよう

な成果が出てきました。自分専

用のプレーヤーを使うので、何

回も聞き直せ、自分のペースで

進められます。英語を勉強した

いんだけど、なかなか身につか

ない、続けられないなどの悩み

がある人に是非お勧めしたいで

す。ちびっ子だけでなく、私のよ

うに英語が苦手な学生も、本気

度が高ければ高いほど成果が

速攻出てきます」

合格おめでとう。３日～１週間で１冊のペースで進めることで、

最終的には英検3級から早稲田に入学できるほど大きく英語力

を伸ばすことができましたね。外国人が８割ほどの大学院でも

十分やっていけるだけの力はついたと思います（川崎一先生）
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マイペースでじっくりと

受講歴：11カ月／ROBOT学習中（テキス
ト10冊終了）／Junior English Test 9級
取得

小学1年生

本田本田本田本田 優真優真優真優真 くんくんくんくん

Yuuma Honda

Lepton御所南教室 （京都府京都市）

http://www.lepton.co.jp/class/kyoto/375.

html

週2回、時間をかけてじっくり学んでいます。

えいめい塾Leptonとかち帯広みなみ教室（北海道帯広市）

http://www.lepton.co.jp/class/hokkaido/607.html

英語は、週2回のレプトンで集中して学ぶ

受講歴：4カ月／BIRD学習中
（テキスト4冊終了）

小学6年生

横山横山横山横山 奨太奨太奨太奨太 くんくんくんくん

Shouta Yokoyama

受講歴：4カ月／BIRD学習中
（テキスト4冊終了）／英検5
級取得

小学6年生

山田山田山田山田 祐太祐太祐太祐太 くんくんくんくん

Yuta Yamada

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講 週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

集中して、何度も繰り返すことで定着する。

小学校入学前からレプトンに通い

始めた優真くん、「「「「新しい英語が新しい英語が新しい英語が新しい英語が

どんどん出てくる所が楽しいどんどん出てくる所が楽しいどんどん出てくる所が楽しいどんどん出てくる所が楽しい。。。。

いとこがいとこがいとこがいとこが住んでいる住んでいる住んでいる住んでいるアメリカにアメリカにアメリカにアメリカに

遊びに行きたい遊びに行きたい遊びに行きたい遊びに行きたい」」」」

何よりも、TOEIC®対策としてカリ
キュラムが組まれていることが、

レプトン入会の決め手でした。

TOEIC®は世界共通パスポート
のようなもの。将来の進学・就職

に向けて、今のうちから時間をか

けて取り組むことで、無理なく身に

つくと思いました。英語はレプトン

のときに集中してやっているだけ

ですが、週２回のレプトンがとても

好きなようです。単語のつづりや

読解力などが飛躍的にUPしたと
実感しています。始めた頃はまだ

幼稚園生だったので、字がとても

大きく、バランスも悪く汚かったの

ですが、今ではきれいな字で書け

るようになりました。

保護者様の本田朋子さん保護者様の本田朋子さん保護者様の本田朋子さん保護者様の本田朋子さん

「「「「分かりやすくて分かりやすくて分かりやすくて分かりやすくて、、、、楽しく楽しく楽しく楽しく

英語が覚えられる所英語が覚えられる所英語が覚えられる所英語が覚えられる所。。。。

歌が一番好きです歌が一番好きです歌が一番好きです歌が一番好きです」」」」

音楽に合わせて、踊りながら

発音したり、単語にいろいろ

なアクションをつけたりなど、

とても楽しんで学習していま

す。CDを何度もしっかり聞

いているので、英語を聞く耳

については、だいぶレベルが

上がってきていると思います。

英語を書くとなると、まだま

だミスはありますが、週２回

の学習を続けていけば、英語

を読む量も、聞く時間も、書

く機会も増えてきます。きっ

とすぐにできるようになると

思います。難しいことや壁に

当たることも出てくると思い

ますが、祐太の持ち前の明る

さと向上心があれば、必ず越

えることができます。これか

らも一緒にたくさんのことを

学んでいこう！

（山田恭睦先生）

「「「「歌いながら楽しく歌いながら楽しく歌いながら楽しく歌いながら楽しく（（（（踊っ踊っ踊っ踊っ

てててて））））、、、、覚えやすい所が覚えやすい所が覚えやすい所が覚えやすい所が

好きです好きです好きです好きです」」」」

単語にアクションを付けるの

は、彼が始めました。体も使

うことで、自分なりのリズム

が生まれ、覚えやすいようで

す。得意技はプロレスのラリ

アットのようなhug（笑）

もちろん、学習意欲は非常に

高く、CDを繰り返し聞き、

聞いたことを素直に発音する

ので、発音の定着レベルはと

てもいい感じです。

学習したことを忘れることも

ありますが、前に戻って、

CDを繰り返して聞いても

らっています。週２回受講な

ので、焦って進まず、むしろ

戻ってやり直すことで、確実

に学んでいます。めげない明

るさと元気の良さ、そして前

向きな素直さが奨太の強みで

す。楽しみながら学んで下さ

い（山田恭睦先生）
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分かるようになるのが、うれしい

どんどん分かるようになる。だから楽しく続けられる。

ゴールフリーLepton三条教室（京都府京都市）

http://www.lepton.co.jp/class/kyoto/378.html

小学3年生

疋田疋田疋田疋田 岳岳岳岳 くんくんくんくん

Gaku Hikida

英語がどんどん理解できる

ようになるのが、うれしい。

週２回受講週２回受講週２回受講週２回受講

小学生になったときに、お兄様と一緒に

レプトンに通い始めた岳くん、「「「「英語が英語が英語が英語が、、、、

どんどん理解できてくるのがどんどん理解できてくるのがどんどん理解できてくるのがどんどん理解できてくるのが、、、、うれしいうれしいうれしいうれしい。。。。

外国の方といろいろ話をしてみたい外国の方といろいろ話をしてみたい外国の方といろいろ話をしてみたい外国の方といろいろ話をしてみたい。。。。海海海海

外に行って外に行って外に行って外に行って、、、、いろいろな事を学びたいいろいろな事を学びたいいろいろな事を学びたいいろいろな事を学びたい」」」」

私は全く英語ができず、もっと早くか

ら・・・と後悔していました。英語は特別な

ものではなく、ふつうのコミュニケーション

の１つとして受け入れられるように、早く

から耳慣れしてほしいと思いました。

フォニックスで発音を練習する学習法で

あること、自立的な学習法であることなど

が入会理由です。正しい発音を聞いて学

習しているためか、岳の発音が良すぎて、

私が聞き取れないこともあります。

保護者様の疋田忠さん保護者様の疋田忠さん保護者様の疋田忠さん保護者様の疋田忠さん

受講歴：2年9カ月／BUTTERFLY学習中（テキスト17冊終
了）／Junior English Test 10級取得

毎週２時間、よく集中して真面目に取り組んでいる姿に本当に驚か

されます。難しい並べ替え英作文もスラスラできてすごいね！！

これからもがんばろうね（山根明子先生）

Let’s learn some Christmas Vocabulary!

Christmas Tree Santa Claus and 

his reindeer

wreath candle stocking presents snowman


