小学生から TOEIC®・TOEFL® ハイスコアを目指す
�
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綾部校

10/1 新規開校
月

レプトンはいつからでも、どのレベルからでも始められる
個別指導型の子ども英語教室です。
「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」の4技能の総合学習により、
小学生からTOEIC®600点（≒TOEFL iBT®61点）
レベルの
コミュニケーション英語力習得を教育目標として掲げています。
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秋の入会 Campaign
お子様の将来に
役立つ「英語力」を。 2大特典！！ Lepton 入会金
キャンペーン

無料体験レッスンに参加された方へ

プレゼント！

ご存知ですか？ 小学校の英語授業が公立でも小学3年生から始まること、そして、小中高
すべての学校の授業、さらには大学入試までもが「4技能」中心になることを。こどもたち

無料!

税込

特製文房具セット

小学生の英語教育が変わる !“将来使える英語”とは

【通常 12,960円 】
※１０月中に入会された方

※先着１０名様

全員が小学生のうちから英語に触れ、英語学習の低年齢化がますます進みます。親世代
とはまったく違う こども英語教育改革 により、お子さまの将来に役立つ英語力の養成が
より大切になってきます。

第1回目

9/22

土

11:00-12:00
午後の部 15:00-16:00
午前の部

第2回目

9/29

土

11:00-12:00
午後の部 15:00-16:00
午前の部

会場：

綾部校

受付中

ご入会頂いた方にはもれなく

Lepton 特製トートバッグプレゼント！

無料体験レッスン実施！

お申し込みフォーム▼

参加ご希望の方は、お電話または
ホームページより、お申し込み下さい。

「無料体験レッスン」とは、実際の授業を受けて頂くことで入会前には分からない
「授業の雰囲気・レベル」などを体験して頂くものです。お気軽にご参加下さい｡
WEBもしくはお電話にて、無料体験レッスンのご予約を受付致します。

http://captain-moo.co.jp

午前/午後 各回 定員8組様 まで
※定員になり次第、受付を終了致しますのでお早めにお申し込み下さい。
※左記日程にご都合が合わない方は、個別にご説明差し上げます。

火

初めてのお子さまも大丈夫！
お誘い合わせの上、お越し下さい。

お申し込みフォーム▼

9/25 9/29
▼

開校説明会開催！

WEB予約

土

※時間割は裏面【レッスンスケジュール】
をご覧下さい。

お気軽にお越し下さい。まずは無料体験レッスンを！

綾部駅

綾部校

至 福知山

http://www.lepton.co.jp

ご予約・お申し込み
お問い合わせは 【受付時間】平日：10:00〜20:00

※携帯電話からでもOKです。

フレッシュ
バザール様
● ●綾部郵便局様

通話料無料

綾部校

至 綾部大橋

●
ファミリー
マート様
京都府綾部市幸通り34番地2

Welcome to Lepton!
ご存知ですか？
変わる日本の英語教育
□ 小学校３年生から英語の授業がスタート！
□ 小学校５年生から英語が正式な“教科”に
□ 中学校・高校での英語の授業が原則“オールイングリッシュ”に
□ 大学入試の英語試験は“４技能”中心に
テキストの単語や文を書

ネイティブの音声を聞き、

Point1

き写したり、語句を並び替

書き取る練習をします。

えて文を作ったりします。

意味を理解しながら聞き

「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」の４技能を
バランス良く習得する独自の学習法

上級レベルでは、文法も学

取る力が身につきます。

ネイティブの音声を聞いて発音し、発音した単語を繰り返し書いて覚える。覚えた単語を使って英文を読み、読んだ
内容を理解しているか、英語で質問に答え確認する。このように「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」を総合的に学習します
から、TOEIC®やTOEFL®対策にも有効です。
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、基本の型を繰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。英語も一定の基本を体で覚えることで、一生使える技能になるのです。

習します。

Listening

聞く 書く

Writing

Speaking

話す 読む

Reading

Point2
ネイティブの音声を聞き、

個別・自立学習だから、お子さまが自分の
ペースで、好きなだけ、がんばることができる

を何度も行います。その

一人ひとりが、自分に合ったペースで進められますから、つまずきがなく、
どんどんわかるようになります。わかれば学
ぶことが楽しくなり、楽しいから好きなだけがんばれます。がんばるたびに褒められれば、やる気も倍増です！
一回のレッスンは６０分です。自立学習で進めるテキストは、作業時間１０分程度の短い単位で区切られ、学習内容が
変化します。そして1つの単位を終えるたびに、専任のチューターが、一人ひとりの理解度を確認します。これは、小学
生が学習に集中できる時間が短いからです。

後、先生に発音をチェック
してもらいます。

e

Point3

会員専用 ラーニングで
英会話やJ ETに役立つ単語を1500語収録 !
“ゲーム感覚”で学習できます!!

個別・自立学習だから、いつからでも、
どの英語レベルからでも、始めることができる
お子様の習熟度に合わせたテキストで学びます。英語を初めて学ばれるお子さまを含め、
どの英語レベルのお子さま
での大丈夫です。独自開発した81冊のテキストを使い、小学生のうちに、日常生活に必要な7000以上の語いを習
得します。CDを活用し、ネイティブの正しい発音を身につける一方、文法の学習も行います。

Lepton Picture Cards のご案内
パソコン、タブレットを
使って学習！

Point4
TOEIC®・TOEFL® につながる、
世界標準テスト JET による達成度評価

お子様にとって身近ではあるものの、学校教育や受験英語では
ほとんど習わない、生き物・食べ物・衣服などの身の回りのものを
表す「日常生活に不可欠な英単語」が学べるeラーニングを、無
料でお使いいただけます。
パソコンやタブレットを使って、お家やお出かけ先で、お好きな時
間にいつでも英語をゲーム感覚で学習できます！
Leptonのレッスン外での自主学習として、ぜひご活用下さい。

高跳び選手は、目標値となるバーがあって初めて、その飛躍力を高めていけます。バーの高さを測ってみなければ、
自分にどれだけの力があるのかわかりませんし、進歩もわかりません。英語力も同じで、
「テストなくして進歩なし」で
す。お子様たちが着実に能力を高め、さらに飛躍していくためには、成果を測る「ものさし」が必要不可欠なのです。

１レッスン

入会金・月謝・教材費

入会金
月 謝
校納金
教材費
【教材について】

会話文や物語文を読み、内容
に関する英語の質問に英語で
答える練習をします。図表・地
理などから必要な情報を読み
取る練習も行います。

声に出して繰り返す練習

：
：
：
：

Lepton綾部校 レッスンスケジュール

60 分

12,960円(税込)

週2回通塾(60分×2) 月額 9,072円(税込)

火

水

木

金

土

16:20-17:20

月額2,160円(税込)
1冊2,160円(税込)
※現在

月

17:30-18:30
に通塾されている方は、入会金・校納金は不要です。

18:00-19:00
19:10-20:10
●基本の曜日・時間をはじめにお決めいただきます。
●お休みされる日の前後2週間以内でのお振替が可能です。
●振替レッスンは月に2回までを上限とさせていただきます。

●振替によるレッスン受付は、希望前日の17時までにお電話
もしくは教室窓口までご連絡下さい。
※1度振替が決定した後のお振替は受け付けておりません。

入会までの流れ
①お問い合せ

お問い合わせ、体験レッスンのお申し込みは、お電話いただくか、ホームページよりお問合せ下さい。

②体験レッスンとご説明

●週2回の通塾で1ヶ月1冊が目安になります。
●初期段階のレベルは全部で7段階あり、最初のDOGのみ4冊、BIRD以降は各6冊となります。
●アドバンスシリーズは全部で4段階あり、各8冊となります。

お子様の英語学習経験などもお伺いしながら、最適な体験教材を選定するため
の簡単なレベルチェックを実施します。
※英語学習が初めてのお子様はレベルチェックはございません。ご安心下さい。

③入会手続き 学習スタートレベルなどをご相談の上、決定いたします。
④レッスン開始
テキスト全81冊（全てCD付）
各約100頁 7747語

※レベルチェックとは…お子様の英語力を判断し、最適なLeptonのテキストを選定するための簡単なレベル診断テスト
です。おおむね10分〜15分程度で終了します。入会可否を判定するテストではございません。

綾部駅

ご予約・お申し込み・お問い合わせは

フレッシュ
バザール様
● ●綾部郵便局様

至 福知山

綾部校
http://www.lepton.co.jp

【受付時間】平日：10:00〜20:00

※携帯電話からでもOKです。

通話料無料

綾部校

至 綾部大橋

●
ファミリー
マート様
京都府綾部市幸通り34番地2

