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「全国外国語教育振興協会」（略称・全外協）は、外国語教育事業の健全な
発展・向上を目的として文部省（現・文部科学省）の指導のもと、平成3年に
設立。加盟校は、明確なガイドラインと倫理規定に基づく公正な学校運営を
行い、真の国際人の育成に情熱を傾けています。「全外協」に加盟しているか
どうかは、健全な運営が行われているかどうかをはかるバロメーターでも
あり、外国語学校をお選びになる際の基準としてお役立てください。
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イーオンキッズは、

子どもたちに英語を通して

「時代を生き抜く力」を

養って欲しいと考えています。

AEON KIDS

イーオンキッズは、

10年後・15年後の子どもたちの将来を見据えて

英語教育を行っています。

イーオンキッズ教育方針

イーオンキッズ教育理念

英語をコミュニケーションの手段として使いこなし、世界で活躍できる国際人を育てます。
生涯にわたり自分を高めていける自律した学習態度の基礎を養います。

～世界で活躍できる人材を作ります～

～英語専門校だからこそできる教育があります～

適期教育のすすめ
乳幼児から、中学生まで。

年齢にふさわしい学習方法があります。

聴覚が完成する前に英語をスタートすることで
「英語耳」が出来上がります。

右脳が活発で吸収力が高い時期なので
自然に英語を習得することができます。

子どもには、その年齢ごとに
発達段階と言われる特徴があります。

英語特有の音、リズム、イントネーション等は
子どもの時だからこそ、身につきやすいと言われています。

幼児期は、聴覚が非常に優れており、大人になると聞き取れない
音も聞き分けることができると言われています。人間の聴覚は5・6歳
で完成すると言われていますが、それまでにたくさんの英語の音に
触れさせることで、日本語には無い特有の音を正しく聞き取ることが
出来るようになります。これは、幼児期だけの素敵な能力。無理なく、
英語を聞き取ることが出来るようになるためにも、どうかこの時期を
大切にしてあげてください。

幼児期は右脳が非常に活発で、英語も聞いたまま素直に真似
することができ、たくさんの単語を興味を持って覚えていくことが可能
です。この時期は〈言葉の爆発期〉と言われ、言語習得に非常に
適した時期なのです。

イーオンキッズでは、それぞれの年齢の発達段階に合わせて
コースを設定し、それに合わせたテキストやティーチング方法を
導入しています。これにより、子どもたちは無理なくスムーズに英語を
習得していくことが可能になります。 

この時期に英語をスタートすることで大人になってからでは身に
つけるのが難しい英語特有の発音やリズム感を容易に習得する
ことができるのです。このようにそれぞれの年齢の特徴を最大限に
生かした指導をする。それがイーオンの適期教育の考え方です。
子どもは言葉の天才と言われています。ぜひ、その無限の可能性を
持っている時期に英語のレッスンをスタートさせてあげてください。

幼児期に英語をスタートする重要性
幼児期の子どもたちには

この時期だけの能力があります！
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子どもの英語教育は「早期教育」ではなく「適期教育」であることを踏まえて、
年齢・発達段階にあわせたスキル習得のためのレッスン・指導を行います。

「英語が好きになる」だけでなく、「英語が使いこなせる人材」育成のため、
聞く・話す・読む・書く、の4技能をバランスよく習得させます。

資格試験で子どもの上達実感と自信を養います。

人前で、堂 と々話せる積極性を育成します。

世界には、自分たちと異なる言葉、文化があることを小さい時から学び、
異なる価値観を尊重する姿勢、態度を養います。



乳幼児から大学生までの一貫教育で高度な英語力を育成します。

イーオンキッズからイーオンへ ～幼児期からの積み重ねが、やがて本物の英語力に！～～英語力の上達を実感できる機会がいっぱい！～

イーオンキッズでは、英語のレッスンを幼い頃のただの習い事とは考えていま
せん。将来、英語をコミュニケーションの手段として使いこなすことができるように
なるために、生涯にわたり一貫して学べるカリキュラムを作成しています。
将来子どもたちが大人になった時に、自信を持って英語を使えるように、イーオン
キッズで育まれた英語力は、やがてイーオンへ引き継がれていきます。幼児期
から、小学生・中学生へ、そして高校生・大学生になり社会人へ。イーオンは、
子どもたちの10年後・15年後を見据えて英語教育を行っています。

イーオンキッズ年間スケジュール

■新学期スタート
4月

■ゴールデン
　ウィーク休暇

5月
■実用英検®

■英検®Jr.
■家庭学習フェア
■授業参観

6月
■夏期セミナー
■国連英検ジュニアテスト

7月
■TOEIC Bridge®IP
■海外親子留学ツアー
■国内英語体験キャンプ
■夏休み（1週間）

8月 9月

■実用英検®

■英検®Jr.
■ハロウィーン

10月
■家庭学習フェア
■授業参観

11月
■冬期セミナー
■クリスマス

12月
■実用英検®

■冬休み（1週間）

1月
■TOEIC Bridge®IP
■英検®Jr.

2月
■春期セミナー
■修了証書授与

3月

※資格試験の開催月は変更になる場合があります。

STEP UP
幼児期に育ててあげたい英語力があります。
聴覚の優れている幼児期は、英語特有の音を正しく聞き取り、
適切に真似ることができます。これは幼児期だけの素敵な能力。
この時期を大切に、英語にたっぷり触れさせてあげてください。

長期的な視野に立った英語学習。イーオンだからこそ提供できるカリキュラムです。

イーオンキッズで獲得した英語力は
その後の長い人生を歩んでいくための大きな力となり

グローバル社会を生き抜く手段として大切な財産となっていきます。
イーオンでは、生涯にわたり英語力を高めていく事が

できるようにサポートしていきます。

1・2歳
ベビークラス 幼児クラス 小学生クラス 中学生クラス

1～3年生

英語での語りかけによって、
赤ちゃんの言語能力に関する
可能性がぐんと広がります。

幼児期は言語習得に大変適した時期と言われています。右脳の働きが大変活発なこの時期に、楽しみな
がら英語に触れることで自然に英語を習得することができます。

理解力・思考力が高まり、物事を論理的に考えたり、自ら積極的に学ぶことができるよう
になります。社会性も育ち、他者と協力して課題解決に取り組むことも可能になります。
英語も学習能力が高いこの時期に学ぶことで、グングン力をつけていきます。

総合的な英語力を育てていく時期。本格的
な英語力を獲得します。

高校生からは、イーオンで本格的
なレッスンのスタートです。実社会
で役に立つ本当の英語力の習得
を目指していきます。

高校生
大学生

1・2年生 3・4年生 5・6年生
3歳 4・5歳 6歳

一般クラス

Can-Do
できるようになること

繰り返しや間違いを気にせ
ずに英語を楽しめる時期。た
くさんの本物の英語に触れ
ることで「英語を学ぶ楽しさ」
を育てていきます。子どもた
ちに身近なテーマを扱うこと
で、自然に興味が持てるよう
になっていきます。耳で聞い
た英語を抵抗なく繰り返し
たり、英語をかたまりのまま
受け入れることができます。

論理的な思考力が高まってく
る時期。「英語で伝えたい気
持ち」を「学習意欲」につなげ
ていきます。「自分の考え」が
しっかり出てくるので、その気
持ちをそのまま英語で表現す
る姿勢を大切に育てていきま
す。また、文法学習を始める
のにも最適な時期。英語の
ルールを学ぶことで理解がよ
り深まります。

言葉を分析的にとらえようと
する傾向が強くなってくる時
期。チャレンジングな英語の
課題にも積極的に取り組める
ようになります。情報を分析し
て必要な情報を得たり、チー
ムメイトと共同で作業するな
ど高度な学習が可能になり、
「自分で考える力」や「人前で
発表する力」も養っていきま
す。小学校6年生までに英検®
3級レベルの英語力を育成し
ます。

身近な話題から社会問題・環境問題のよう
な抽象的な話題まで幅広いテーマの中で、
4技能をバランスよく身につけ、積極的にコ
ミュニケーションの手段として使えるようにし
ます。また、英語を通して、未知の状況にも
対応できる思考力、表現力を育成します。
中学校卒業までに英検®2級レベルの英語
力を育成し、高校や大学入試で求められる
英語力を身につけることができます。

日常会話から社会性の高い
幅広い内容まで、理解したり、
意見を述べたり、書いたりが
出来るようになります。微妙な
心情・ニュアンスを理解した
り、表現することができ、ディ
ベートやディスカッションに参
加することが可能となります。
グローバル社会に通用する真
の英語力の習得が目標です。

■週1回 約200語
■週2回 約300語

学習単語数（1年間）
■週1回 約200語
■週2回 約300語

学習単語数（1年間）
■週1回 約200語
■週2回 約300語

学習単語数（1年間）
■約40語（絵辞書を用いて）
学習単語数（1年間）

目
標
と
す
る
資
格
試
験

実用英検®

英検®Jr.

TOEIC Bridge®IP

TOEIC®  L&R Test

国連英検ジュニアテスト Pre A／A

4級／3級

100

3級／準2級／2級

E

5級／4級

Bronze

E

Bronze／Silver

D

Silver／Gold

C B／Pre A

100～134

730600 850

準1級 1級

保護者様との触れ合いを通し、様々
なことを学ぶ時期。保護者様と一緒
のレッスンが素晴らしい効果をもた
らします。保護者様も一緒に楽しみ
ながら英語を学び、自宅で英語の
絵本を読み聞かせたり、英語で語り
かけたりできるようになります。赤
ちゃんの探究心、興味を損なわない
よう、知育玩具などを使って日本語
と同じように親子のコミュニケーショ
ンを英語で行うことで、無理なく英
語をインプットすることができます。

大人の真似が大好きな時期。基本
的なあいさつや、先生の質問に英
語できちんと答えられるようにな
り、話す力がぐんとアップします。右
脳が活発な時期なので、歌やダン
ス等を取り入れ、楽しみながら体を
動かし、感覚的に英語を身につけ
ていきます。また、この時期は耳か
ら入った英語をそのまま吸収し、口
に出すことができます。人見知りし
がちなお子様には親子クラスから
のスタートをおすすめします。

好きなものについて話せるように
なったり、友達を誘ったり誘いに答え
たりと、英語でのコミュニケーション
の基礎を学んでいく時期。「何でも
自分でやってみたい！」という主体
性が芽生えるので、自ら積極的に
取り組む姿勢がみられます。五感を
フルに使った体験型のレッスンで4・
5歳児の興味を最大限に引き出す
ことができます。また、聴覚がすぐれ
ている時期なので、正しい発音を無理
なく身につけることができます。

知的好奇心が芽生えてくるので
色 な々ことに興味を持ち、学習への
喜びや楽しさが実感できる時期。
積極的に英語で話ができるように
なり、会話場面や絵本の登場人物
になってロールプレイを楽しむこと
もできます。また、文字に興味を持ち
始める時期でもあるので、『読む』
『書く』の興味も育てることができ
ます。小学校にあがる前の1年間
で、アルファベットの大文字・小文
字のマスターを目指します。



教師オリジナル教材イーオンキッズアプローチ

イーオンキッズのレッスンで使用する教材は、イーオン語学教育
研究所が長年の英語教育のノウハウを生かして開発したオリ
ジナルです。幼児期の脳の発達段階に合わせて、自然な形で
英語を習得できるように工夫がされています。音の出る教材や
シールを貼ったり、工作をしたりというアクティビティで、楽しく英語
に触れているうちに、英語の音やリズム、イントネーションが体に
しみ込んでいくので、英語が得意な子どもに育ちます。吸収力の
豊かな時期だからこそ、〈本物の教材〉で学ばせてあげてください。

5つの教授法を統合し、「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランスよく伸ばします。

■保護者様へのフォローアップ ■家庭学習フェア

サポートシステム

■資格試験

子どもの発達段階に合わせ、幼児が興味を持って
取り組めるように工夫されています。

●実用英検®

●英検®Jr.

●国連英検
　ジュニアテスト

レッスンに通うたび、英語が大好きに！イーオン キッズには理由があります。Why
AEON KIDS?

幼児期は、子どもたちが初めて英語に出会う大切な時期。イーオンキッズでは、
お子様が楽しみながら自然に英語を学習できるように、教授法、教師、教材等に
こだわってレッスンを行っています。英語専門校だからこそのこだわりです。

❶The Natural Approach／良質の英語をインプット

❷Task-based Language Teaching／英語で課題を完成
 

❸TPR／動作を通して英語を覚える

❹Phonemic Awareness／耳から発音を学ぶ

❺Whole Language／物語の内容を理解する

現実的な場面を設定し、その中で課題（タスク）を完成させるために、自然に
英語を使わせる教授法。実際に工作や塗り絵で動物園を作ったり、絵本の
場面を再現したりする中で英語を使い、習得していきます。

母国語を身につけるようにまず「聞く」ことを重視した教授法。教師はクラス内では
英語のみを使用し、良質の英語を大量にインプットしていきます。

教師の指示を聞いて、動作や行動で反応することを求める教授法。体を動かす
ことが大好きな子どもたちは、自然に英語を習得していきます。

多くの物語などの読み聞かせを通して、単語や構文を自然に習得させる教授法。
英語を学習する動機づけにもなります。

文字と音には関連性があるということに気づかせ、アルファベットを見て発音できる
ようにする教授法。これがやがてフォニックスにつながっていきます。

厳しい審査により選び抜かれた教師陣が、
お子様の上達を応援します。

お子様の気持ちを大切にしながら、きめ細かく指導。
小さな疑問もキャッチして、レッスンを盛り上げていきます。
幼児期の行動心理をよく把握しているので、英語の
レッスンがはじめての小さなお子様でも安心です。

英語が初めてというお子様に人気 ！
英語の基本が学べます。日本人教師

吸収力の高い幼児期に外国人教師の生きた英語や
発音に触れることで、英語のイントネーションや発音を
自然に体得することができます。また、外国人教師と触れ
合うことで、国際感覚が身についていくことも魅力です。

法務省認定のティーチングビザを
取得した、優秀な教師陣です。外国人教師

担任教師・学校スタッフが、お子様の状況に合わせてきめ細かいサポートをしていきます。

●レッスン後のフィードバック
　その日のレッスンのポイントやお子様の様子を定期的にご報告します。
●授業参観・保護者様面談の実施
　お子様の成長をご確認いただく授業参観日を年2回設けています。
　その他、保護者様面談や定期的なご相談も実施しております。

お子様の成長のプロセスを
保護者様にしっかりご報告していきます。

イーオンキッズでは、幼児期から資格試験を通して、チャレンジする気持ちや達成感を育んでいきます。
ご自宅でも英語に触れる時間をたくさん持って
いただきたい。そんな願いを込めて。（財）日本英語検定協会が主催する年間約230万人が受験している国内最大規模の英語検定試験。幼児期からの英語

学習者が増えるなか、小学生の英検®受験者も年々増えています。

（財）日本英語検定協会が主催するリスニングを中心とした合否のない「育成型」テスト。イーオンキッズでは、対象となる
お子様に定期的に受験いただいています。継続的な受験によりお子様の成長・上達過程を確認できます。

（財）日本国際連合協会が主催するリスニング中心のテスト。お子様の学習経験に応じて6つのコースが設定されており、
それぞれのコースの合格レベルを点数で1級、2級、3級の3段階に分けて評価し、合格証書をお渡しします。

イーオンキッズ
アプローチ
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Task-based
Language
Teaching

TPR
Total Physical

Response

Phonemic
Awareness

Whole
Language

The Natural
Approach

イーオンキッズでは、年に2回、家庭学習フェアを実施しています。
お子様たちが自宅で楽しみながら英語にたくさん触れていただける
ように、それぞれの発達段階にあわせて、
興味をひきだす工夫がされた教材です。

家庭学習教材
One! Two! Writing Book

幼児に大人気のライティングドリル、幼児のころ
から〈書く〉ことにも親しんでいきます。

日本人教師と外国人教師のダブルサポート
英語だけでコミュニケーションするというチャレンジ心を満たしてくれる
外国人教師と、きめ細やかな配慮でお子様の英語力を効果的に伸ば
していく日本人教師。お子様の個性や英語力にあわせて選択いただけ
ます。日本人教師と外国人教師を1回ずつ受けていただく週2回レッスン
をおすすめしています。



大好きなママからの語りかけが
英語への扉を開きます。

英会話コース（満1歳～1歳半未満）
さまざまなことを吸収する1歳という大切な時期に、赤ちゃんが興味をも
つような活動を通して、保護者様が楽しく「英語で語りかける」ことは、
かけがえのないインプットになります。

英会話コース（1歳半～2歳）
簡単な単語が話せるようになり、言語を通じたコミュニケーションの
基礎ができるこの時期に合わせ、知育遊びや簡単なごっこ遊びな
ど親子のコミュニケーションを通して英語をインプットしていきます。

ステッカーシート

CD
レッスンで使う課題曲や親子
体操の曲などを収録。自宅で
の親子のコミュニケーションを
サポートします。

ペアレント・ハンドブック
効果的に英語育児をしていく
ためのコツや、Q&A集、子育て
英語フレーズリストなどが盛り
込まれています。

赤ちゃんの興味をひく日常生活
をテーマにしたオリジナルの
英語絵本。

シールを貼ったり、はがしたり
して遊びながら、英語を楽しく
インプットします。

スケッチパッド
親子で楽しくお絵かきをしな
がら英語をインプットします。

絵本

ベビークラスは、ここがポイント
■英語を通して親子のコミュニケーションをサポートします。
■親子で体を動かしながら、英語の音やリズムをしみこませます。
■知育玩具などを使い、赤ちゃんの探求心や興味を引き出します。
■保護者様が英語絵本を自宅で読み聞かせできるようになります。
■日常生活の中で保護者様がシンプルな英語で語りかけられるようになります。ベビー（1・2歳）クラス

■プライベートレッスン、セミプライベートレッスン、途中入学の方のために、ウォームアップレッスンもございます。　■開講状況はスクールによって異なります。

シールや絵本など、楽しみながら英語の世界に触れることができます。

1 2
year olds

Baby Apple・Banana, Cat・Dog

愛情を込めた語りかけで、赤ちゃんのやわらかい頭と心に英語がしみこみ、
将来への下地になることが期待できます。

レッスンの流れ

Song・Activity
〈歌〉・〈アクティビティ〉

Workout
〈親子体操〉

Discovery
〈知育遊び〉

Story Time
〈絵本〉 

Take-Home Phrases
〈子育て英語〉

Workout
〈親子体操〉

Discovery
〈知育遊び〉

Song
〈歌〉

Story Time
〈絵本〉 

Take-Home Phrases
〈子育て英語〉

1・2歳児の知的発達を促す教材

アクティビティブック
親子で工作遊びなどを行いなが
ら、英語でコミュニケーション。作品
を使って“ごっこ遊び”も行います。

ベビークラス（満1歳～1歳半未満）

ベビークラス（1歳半～2歳）

ママと一緒に体を使って
ウォーミングアップ。

知育玩具で遊びながら、
英語で語りかけます。

英語のリズムやイントネー
ションに親しみます。

ママが読み聞かせをでき
るように練習します。

「あ～んして」などのフレー
ズをママが練習します。

体を動かして遊びながら
ウォーミングアップ。

子どもの興味に合わせて
語りかけることで、自然に
英語に触れていきます。

英語の歌を歌います。
ママと一緒に工作しなが
ら英語をインプット。

ママがジェスチャーや抑揚
をつけながら読む練習をし
ます。

「おんぶする？」など、子ども
に英語で語りかけられる
ように練習します。

■ベビークラス（満1歳～1歳半未満）

■ベビークラス（1歳半～2歳）

■ペアレント・ハンドブック…1冊  ■スケッチパッド…1冊  ■絵本…5冊  ■CD…2枚  ■ステッカーシート（SL用）…2枚  ■アクティビティ・ブック…1冊（Cat・Dogのみ）



year olds

Mimic Me（ミミック ミー）ソングCD
英語圏の伝統的な歌を聞くこと
で、英語の耳が育ちます。

テキストと連動した音声教材。テキストやシールのイラスト、
アルファベットをペンでタッチすると、英語の音声が流れます。

アクティビティブック
自分で色を塗ったり、組み立てたり
した作品を使ってロールプレイなど
を行います。

テキスト／シール付
その日の単語や表現をアクティビ
ティを通して定着させていきます。

フラッシュカード&
アルファベットカード
カードを使ったゲームで
1年間に約200語（A＋B
受講の場合は約300語）
の身近な単語を覚えます。

3歳児クラス

耳から聞いた音をそのまま真似っこ。
きれいな発音で英語を話せるように！3

グレードアップコース（外国人教師＋日本人教師）
英語だけでコミュニケーションするというチャレンジ心を満たし
てくれる外国人教師と、きめ細やかな配慮でお子様の
英語力を効果的に伸ばしていく日本人教師。それぞれの
刺激で、英語の世界がさらに豊かに広がります。反復学習
の学習効果で定着率がアップします。

英会話コース（外国人教師）
ネイティブスピーカーの発音や
イントネーションにたくさん触れ
ることで、英語を自然に聞き
取ることができる耳が育つレッ
スンです。

英会話コース（日本人教師）
幼児の行動心理をよく理解
した教師が、たくさん褒めて
指導します。英語が大好きに
なり、単語などをどんどん覚える
レッスンです。

3歳児クラスは、ここがポイント

レッスンの流れ
Expansion

レッスンで習ったことの発
展練習をします。絵本を
読んで、グッバイソングを
歌ってレッスン終了です。

Textbook

今日覚えたことをおさらい
します。教師の質問に、
イラストやアルファベットを
指さして答えられたらＯＫ！

Introduction

会話のやりとりが描かれた
大きなピクチャーカードで、
その日に学ぶ単語と表現
を導入します。

Vocabulary

今日のレッスンで習う動
物の名前を動作で表現
したり、アルファベットの形を
体で作ったりして覚えます。

Expressions

動物が何をしているか
ジェスチャーで質問し、
動作を使って現在進行
形を学びます。

3歳児の五感を刺激するオリジナル教材

■「幼稚園」「公園」など身近な場面設定で、英語表現に親しみます。

■数を数えたり、色や動物の名前を覚えたり。日本語と同様に英語を覚えていきます。

■レッスンの始めに“Hello !”、帰りに“See you !”とごあいさつができるようになります。

■耳から聞いた音をそのまま真似できるから、英語の歌もそっくり覚えて歌います。

■“S !”“W!”など、大文字のアルファベット26文字が声に出して読めるようになります。

■テキスト（シール付）…A・B各1冊　■アクティビティブック…A・B各1冊　■Mimic Me（カートリッジ付）…1台
■フラッシュカード…Emily：A 96枚・B 96枚　Frank：A 95枚・B 94枚　■アルファベットカード…A 26枚・B 26枚　■ソングCD…A・B共通1枚

工作感覚で組み立てるアクティビティブック、単語の歌のＣＤなど体験型の教材です。

Emily & Friends ・ Frank & Friends

■プライベートレッスン、セミプライベートレッスン、途中入学の方のために、ウォームアップレッスンもございます。　■開講状況はスクールによって異なります。

歌やダンスなどを取り入れ、体も一緒に動かしながら覚えていきます。
吸収力抜群のこの時期に、良質な英語にたっぷり触れておくとその後の上達がスムーズです。

〈会話場面紹介〉 〈今日の単語〉 〈テキスト〉 〈応用練習〉〈会話表現練習〉



ストーリーブック（絵本）／CD付
Mimic Me（ミミック ミー）

ソングCD
英語圏の伝統的な歌を
聞くことで、英語の耳が
育ちます。

テキストと連動した音声教材。テキストや
シールのイラスト、アルファベットをペンで
タッチすると、英語の音声が流れます。

レッスンで習った表現が含まれる楽しいストーリー
で、良質の英語をたくさんインプットします。

五感をフルに使ったレッスンで、
英語でのあいさつや自己紹介が得意に！4 5

4・5歳児クラス
year olds

4・5歳児クラスは、ここがポイント
■「動物園」「キッチン」など身近な場面設定で、英語表現を覚えていきます。

■レッスンで覚えたフレーズを使っておしゃべり。“My name is …”と自己紹介もできます。

■英語で話しかけると英語で答えたり、ふと単語がでたり。英語に興味がいっぱいです。

■街の中でアルファベットを見かけると、大人顔負けのキレイな発音で読んだりします。

■好きなものについて話したり、友達を誘ったり誘いに答えたりができるようになります。

レッスンの流れ

会話のやりとりが描かれた
大きなピクチャーカードで、
その日に学ぶ単語と表現
を導入します。

今日のレッスンで習う楽
器の名前を、演奏する
動作で表現したり、アル
ファベットの形を体で
作ったりして覚えます。

教師のジェスチャーをつけ
ながら“Can you play 
the…?”の質問に、〇や
×を作りながら答える
練習です。

今日覚えたことをおさらい
します。習ったアルファ
ベットを実際に書く練習
を始めます。

習ったことが理解できて
いるかアクティビティで
確認。グッバイソングを
歌ってレッスン終了です。

4・5歳児の自立を促すオリジナル教材

記憶が新しいうちに次のレッスンを積み重ねる反復学習の
学習効果で定着率がアップします。外国人教師から、ネイ
ティブスピーカーの発音やイントネーション、ジェスチャーなど
を自然に吸収。また日本人教師のきめ細やかな指導で、お子
様の英語力を効果的に伸ばします。

■テキスト（シール付）…A・B各1冊　■アクティビティブック…A・B各1冊　■ストーリーブック〈絵本〉（CD1枚付）…A・B共通9冊　■Mimic Me（カートリッジ付）…1台
■フラッシュカード…Grace：A 215枚・B 215枚　Harry：A 230枚・B 229枚　■アルファベットカード…A 26枚・B 26枚　■ソングCD…A・B共通1枚

音の出るテキストやシール教材は、お子様の自主性や好奇心を育てます。

Grace & Friends ・ Harry & Friends

■プライベートレッスン、セミプライベートレッスン、途中入学の方のために、ウォームアップレッスンもございます。　■開講状況はスクールによって異なります。

グレードアップコース（外国人教師＋日本人教師）

アクティビティブック
自分が作った作品を使うアクティ
ビティを通して、単語や表現を定着
させます。

テキスト／シール付
その日の単語や表現をアクティビ
ティを通して定着させていきます。

フラッシュカード&
アルファベットカード
カードを使ったゲームで
1年間に約200語（Ａ＋Ｂ
受講の場合は約300語）
の身近な単語を覚えます。

聞いた音をそのまま真似できるこの時期に、五感をフルに使ったレッスンで正しい発音を
無理なく自然に身につけておくことは、一生の財産になります。

ExpansionTextbookIntroduction Vocabulary Expressions
〈会話場面紹介〉 〈今日の単語〉 〈会話表現練習〉 〈テキスト〉 〈応用練習〉

外国人教師と自然な形で
コミュニケーションをかわすこと
で、将来の国際人としての基
礎を育てるレッスンです。

英会話コース（外国人教師）
日本語でのつぶやきや、ちょっ
とした仕草も捉えて、きめ細
かい配慮でひとりひとりの英語
力を伸ばすレッスンです。

英会話コース（日本人教師）



year olds
6
6歳児クラス

知的好奇心の芽を大切にしながら、
自ら英語を話す積極性を育てます。

6歳児クラスは、ここがポイント

レッスンの流れ

会話のやりとりが描かれた
大きなピクチャーカード
で、その日に学ぶ単語と
表現を導入します。

今日習うのは公園の
遊具。絵やアルファベット
の形を全身で表現して
学習。大文字と小文字も
理解していきます。

“Let’s play on the…”
とクラスの友達に質問。
OK!と返事をして会話が
成り立てば、通じる喜びを
感じます。

今日覚えたことをテキスト
で確認します。習った大
文字・小文字のアルファ
ベットを実際に書く練習も。

習ったことが理解できてい
るかロールプレイで確認。
グッバイソングを歌って
レッスン終了です。

6歳児の知的好奇心を伸ばすオリジナル教材

■お友達に名前を聞いたり遊びに誘ったり。積極的に英語を使って体で覚えていきます。

■大人が苦手な“L”と“R”の聞き分け話し分けも。正しい発音を無理なく身につけます。

■想像力が豊かになる時期だから、絵本の登場人物になりきって単語や表現を練習します。

■英語を「ことば」として覚え、英語を英語で理解し、状況にあった表現ができます。

■アルファベットの大文字・小文字が自分の力で書けるようになります。

テキストは、週2回のレッスンによって相乗効果が出るように
作られています。記憶が新しいうちに次のレッスンを積み
重ねる反復学習の学習効果で定着率がアップします。
外国人教師と日本人教師、それぞれの違った刺激を受ける
ことで、英語の世界がさらに豊かに広がります。

■テキスト（シール付）…A・B各1冊　■アクティビティブック…A・B各1冊　■ストーリーブック〈絵本〉（CD1枚付）…A・B共通9冊　■Mimic Me（カートリッジ付）…1台
■フラッシュカード…Isabel：A 215枚・B 206枚　■アルファベットカード…26枚　■ソングCD…A・B共通1枚

カードを使ったゲームやアクティビティ中心の教材で、自然と英語が身につきます。

Isabel & Friends

■プライベートレッスン、セミプライベートレッスン、途中入学の方のために、ウォームアップレッスンもございます。　■開講状況はスクールによって異なります。

グレードアップコース（外国人教師＋日本人教師）

アクティビティブック
自分が作った作品を使うアクティ
ビティを通して、単語や表現を定着
させます。

テキスト／シール付
その日の単語や表現をアクティビ
ティを通して定着させていきます。

ストーリーブック（絵本）／CD付

ソングCD
英語圏の伝統的な歌を
聞くことで、英語の耳が
育ちます。

レッスンで習った表現が含まれる楽しいストーリー
で、良質の英語をたくさんインプットします。

フラッシュカード&
アルファベットカード
カードを使ったゲームで
1年間に約200語（Ａ＋Ｂ
受講の場合は約300語）
の身近な単語を覚えます。

Mimic Me（ミミック ミー）
テキストと連動した音声教材。テキストや
シールのイラスト、アルファベットをペンで
タッチすると、英語の音声が流れます。

教師がレッスンで話すさまざまな英語表現を聞き取り、自然な形で英語を
たくさん使うことで、「言葉」としての英語が自然に体にしみ込んでいきます。

ExpansionTextbookIntroduction Vocabulary Expressions
〈会話場面紹介〉 〈今日の単語〉 〈テキスト〉 〈応用練習〉〈会話表現練習〉

ネイティブスピーカーの発音や
イントネーション、ジェスチャーも
含めたボディランゲージで英
語を自然に吸収できるレッスン
です。

英会話コース（外国人教師）
英語が初めてのお子様も、
適切な指導ですぐに英語に
慣れていきます。きめ細かい
配慮でひとりひとりの英語力
を伸ばすレッスンです。

英会話コース（日本人教師）


