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FIRST OF ALL

『英語が話せる状態』と ？01



英語を使って

  『目的を果たせる』こと



HOW TO APPROACH

第二言語習得論
に基づいた英語学習

1.  学習内容：トップダウン・ボトムアップアプローチ
2.  学習方法：自動化理論
3.  学習効果：アウトプット仮説

02

参考：第二言語習得 (second language acquisition: SLA) に関する用語集

http://www.u.tsukuba.ac.jp/~ushiro.yuji.gn/Publishing/SLAglossary.htm



1.トップダウン・ボトムアップアプローチ (TOP-DOWN・BOTTOM-UP APPROACH)

英語を使う目的

定型表現

ボトムアップ

英語力 土台

『基礎力』を重視

発音・リンキング・抑揚

基本文法 60構文

日常英単語 2000単語

目的から逆算した

『実践力』を重視

トップダウン



単語や文法を組み立てる✖型を覚えて入れ替える◯

be?

to?
able?

be able to



—SOMEONE FAMOUS

１.  本を見ながらゆっくり口に出せる

２.  本を見ながらスムーズに口に出せる

３. 意識して思い出せ 口に出せる

４. 意識しなくても自然と口に出せる  (自動化)

 I   am   a   student.

I’m a student 

I’m… I’m… a student

I’m a student !

2. 自動化理論(Automation Theory)  - 具体例

★『定型表現』や『基礎単語』  が自動化されるまで口に出して練習



自分が伝えたいこと（Want）と
自分 能力で伝えられること（Can）
と ギャップに気づく

3. アウトプット仮説(Output Hypothesis) 

自分 文法や単語が合っているかを試し、

反応を見ながら改善を進めて

正しい知識を定着させる

アウトプットをすることで、インプット時に 目が向かなかった細

かい文法ルールなどにも意識が向くようになる

気づき機能
(Noticing function)

仮説検証機能
(Hypothesis-testing function)

メタ言語的機能
(Metalinguistic function)

参考: 学習者 中間言語 発達に貢献する英語 授業  岩中貴裕



Learning Cycle

自動化できるまで
フレーズを音読して反復練習

使える状態に

トップダウンとボトムアップ
アプローチで

実践的な学習内容

アウトプット仮説で検証
会話 中で使ってみる

話せる▶自信に
話せない▶弱点認識

インプット

アウトプット

覚える
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サービスについて

1.  マンツーマンレッスン
2.  グループレッスン
3.  コンサルティング
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O
ur Services

マンツーマン
レッスン

グループ
レッスン

40 min x 264 times
11:00 ~ 21:00

コンサル
ティング
50 min x 2 meetings
12:00 ~ 21:00

50 min x 6 lessons
10:00 ~ 22:00

個別チャット
サポート

学習管理サポート
添削サービス



マンツーマン
レッスン

50 min x 6 lessons
10:00 ~ 22:00

DAILY LESSON
英会話 基礎+よくある状況

BUSINESS LESSON
丁寧な表現+ロジック+説得力

CUSTOM LESSON
特定 シチュエーション準備

基礎

自己紹介
質問力
説明力

旅行

道を尋 る
ランチ 予約
ショッピング

生活

友達を作る
携帯を買う
病院に行く

初級

電話対応
ミーティング

議論

中級

商品説明
プレゼン
グラフ説明

上級

就職面接
ロジック整理

交渉

接客

歓迎挨拶

共感力

YES/NO ＋α

対応力

クレーム対応

一貫性 あるレッスン構成で

確実にステップアップ
”正しい英語” なだけじゃない

気持ちが伝わるネイティブ表現

MISSION LESSON
日本人講師と文法克服

中１文法

Be動詞
疑問詞

現在進行形

中２文法

過去・未来
助動詞・不定詞
比較級・現在完了

中３文法

接続詞
関係代名詞
仮定法過去

DAILYレッスン 流れ

フィードバック

宿題（録音 暗唱）

発音トレーニング

BUSINESSレッスン 流れ

ダイアログ 読み上げ

レスポンストレーニング

フィードバック

宿題（ビジネスメール）

質問・説明トレーニング

トピックを選択して会話練習

講師 音声を録音



中級レッスン

上級レッスン

レクチャー２割・スピーキング８割

学んで即実践するから話せる
ビジネスや日常 実践的な

トピックが１００種類以上

初級レッスン
自己紹介トレーニンググループレッスン 流れ

講師がトピックを説明

フィードバック

使えるフレーズをレクチャー

ペアに分かれて練習

グループ
レッスン

40 min x 264 times
11:00 ~ 21:00

説明トレーニング

質問トレーニング

状況トレーニング

✖ ✖

故郷 説明

ディスカッション

お出かけ お誘い

日本 有名人

English Levels Lesson Types Topics

ビジネスイディオム

数字と図表

医療用語

１０分休憩

直前予約・直前キャンセルOK



専属 コンサルタントが

課題に合わせた学習を提案
自宅学習とレッスン

学習量と継続をサポート

コンサルティング 流れ

近況確認

課題に合わせてアドバイス

マンツーマン 進捗について

自宅学習 チェック

次回 宿題

直前予約・直前キャンセルOK

コンサル
ティング

50 min x 2 meetings
12:00 ~ 21:00

時間現在 未来

高

目
標
レ
ベ
ル

生徒様 意欲・能力を
引き出し、より高い目
標を達成

コンサルタント 適切
な後押しで、より短期
間で目標を達成

【コンサルタント 有無】



専属 コンサルタントに

毎日報告＆いつでも相談
ネイティブ講師に

いつでも英語チェックを依頼

日報 メリット

毎日報告で学習を習慣化

自習 行き詰まりを解消

モチベーションが続く

チャット
サポート

学習管理サポート
添削サービス

英文添削 メリット

レッスン時間外に疑問解消

自作文作成で応用練習

ネイティブ 回答を得られる



週間学習スケジュール表
INPUT OUTPUT

自宅学習 4時間 GROUP 9時間

予習 2時間 M2M 2時間

復習 5時間 コンサル 1時間

11時間 11時間

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

7:00 7:00

8:00 8:00

9:00 9:00

10:00 Group 10:00

11:00 Group 11:00

12:00 Group 予習 12:00

13:00 Group 13:00

14:00 予習 Group 14:00

15:00 M2M 復習 15:00

16:00 復習 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

19:00 Group M2M コンサル Group 19:00

20:00 復習 Group Group 20:00

21:00 洋画鑑賞 21:00

22:00 自宅学習 復習 自宅学習 復習 洋画鑑賞 22:00

23:00 23:00

6時間 3時間 3時間 2時間 3時間 2時間 4時間 22時間

WORK TIME



学習内容

初級 中級 上級

１ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目 ４ヶ月目 ５ヶ月目 ６ヶ月目 ７ヶ月目

INPUT

  文法

文法問題集 文法理解

瞬間英作文 使える文法力

Quick Response フォーマルな言い回し

  単語

赤チャンク 初級 750単語

緑チャンク 中級 1000単語

青チャンク 上級 1770単語

リスニング・発音・流暢さ

ディクテーション 音を認識する

シャドーウィング ネイティブ スピードで発声

OUTPUT

マンツーマンレッスン １ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目 ４ヶ月目 ５ヶ月目 ６ヶ月目 ７ヶ月目

ミッション 日本人と 文法レッスン

日常英会話  初級 自己紹介・説明力・質問力

日常英会話  中級 日常 シチュエーション

ビジネス英会話  初級 会社紹介・プレゼン・会議

ビジネス英会話  中級 商品紹介・グラフ説明など

ビジネス英会話  上級 面接対策・ロジカルシンキング

カスタムレッスン 基礎力がついたら、特定 シチュエーショントレーニング

グループレッスン

初級クラス 自己紹介や楽しいゲームで英語に慣れる！

中級クラス レストラン 予約など実践的な練習

上級クラス 義務教育 無償化されるべきか討論など



３ヶ月コースでDaily Lesson 1からBusiness Lesson 20まで受けられたKeitaさん！
TOEIC対策をすることもなく、775点から865点にスコアアップしました

卒業生が英語が伸びた理由をシェア！

Point ❶  出張も多くスクールに来れない中でもやらざるおえないスパルタ環境！

通い放題 グループレッスン(GL)に加え、プライベートレッスンやコンサルティングで 宿題(ベリーハード) おかげで毎日英語を学習する習慣が自然と身につ

き、大きなスキルアップに繋がったと思います。私 出張も多くスクールに来れない日もありましたが、それでもやらなけれ いけない事が必ずあり、見事にス

パルタな環境をつくらされていたと思います。私にとって 英語 勉強を習慣化することが 優先目標だった で、とても感謝しています。

Point ❷  初 スクール 雰囲気やグループに慣れるか不安でした。(今で 信じられない!!)

通い始めた頃 自分 英語力 未熟さ故にスクール 雰囲気やグループに慣れるか不安でした。私 まず、グループやプライベートレッスンで一言でも多く話

すことをモットーにインプット学習を頑張りました。自主学習で 、TEDトーク 暗唱で良質なフレーズを学べるだけでなくプレゼン力向上にも一役買ってくれる

でオススメです。

Point ❸  ただし！スクールに慣れて授業を楽しめるようになると...
ただ通い始めて1ヶ月半を超えた辺りからスクール 雰囲気に慣れ、授業を楽しめるようになったことを英語力が上がったと勘違いしてしまう時期もありました。

スキルアップしてる ずな に言いたい事が中々出てこない理想と現実 ギャップに落胆、葛藤する場面もありました。そ ような時 、ぜひコンサルさんに打

ち明け、相談してみてください。私もコンサルティングを上手に活用し、焦らず着実に勉強を続けることができました。こういった不安や焦りから現状に満足せ

ず、更なるスキルアップを目指す事も長い学習期間 中で 適切なプロセスな だと感じました。私と同じようなご経験をされている方もいらっしゃるかと思い

シェアさせていただきました。少しでもお役立て 幸いです。

後に、英語力が伸びて変わったこと😊

TOEIC対策ゼロでスコアが大幅にアップしました！得点を確認するとReading 10点、Listening 80点アップして、リスニングで大きな伸びがありました。ス

クールに通うだけで自然とリスニング力 養われていくんだと実感しました。今後も継続して受検し、Speaking&Writingテストにもチャレンジしていきたいと思い

ます！



TIM
ELIN

E
初回レッスン受講後
受講期間が開始

DAY 1

オリエンテーション
学習計画 作成

DAY 0
ラストコンサルティング
卒業後 プラン作成

FINAL DAY

THE END

START

NEXT

無料体験レッスン

DAY 0

TODAY



マンツーマンレッスン ６回/月

期間 オンライン 通学型
(オンライン併用可 )

１ヶ月 136,000円 170,000円

２ヶ月 268,364円 335,455円

３ヶ月 392,000円 490,000円

４ヶ月 490,182円 612,728円

６ヶ月 672,000円 840,000円

12ヶ月 1,196,355円 1,495,454円

コース料金

コンサルティング ２回/月

グループレッスン 264時間 通い放題

自宅学習サポートチャット 使い放題

入会金  50,000円 (税別)   　　　　

初回学習計画 作成 １回

英文添削サポートチャット 使い放題

ー Service Contents ー

(税別)   　　　　



教育訓練給付金

ハローワークへ 必要申請書類

教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書、本人・住所確認書類
及び個人番号（マイナンバー）確認書類、払渡希望金融機関 通帳また キャッ
シュカード、教育訓練経費等確認書

※契約期間終了日から１ヶ月以内がハローワークへ 申請期限です。
※TOEIC受験後 結果を担当コンサルタントまでご連絡ください。

※事前にハローワークにて『支給要件照会』で受給資格 確認をお勧めします。



目標管理シート

スパルタ英会話で達成する目標 将来 海外赴任に備えて英語力 底上げ 生徒名 T, T様
担当コンサルタント AONO 日付 20年 1月 31日

目的 学習内容 目標 コメント
１ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目

第1週 第2週 第3週 第4週 第1週 第2週 第3週 第4週 第1週 第2週 第3週 第4週

Input

文法

よく り英作文 1ページ40秒
文法を英会話 中で使えるレベルまで
持っていくことが目的です。

1ページ50秒 1ページ40秒

英会話Quick Response(ビジネスシーン向け） 1ページ40秒 1ページ50秒 1ページ40秒

単語(4500単語)

青チャンク 100フレーズ5分 日常英会話できるようになるために 最低で
も1750単語 必要となります。

英検対策としてパス単もやっていきましょう。

100フレーズ5分 100フレーズ5分

金フレ 1ページ30秒 1ページ40秒 1ページ30秒

パス単(英検１級用)

シャドーイング（ヒヤリング強化）

動画シャドーウィング

Output

ビジネス英会話初級

8レッスン/月

レッスン内で 新しく覚えた単語 積極的に
取り入れる意識を持ちましょう。

英検 面接対策を３ヶ月目で行います。
ビジネス英会話中級

英検１級対策

グループレッスン

初級クラス

週最低16時間 1対複数 英会話練習です。他 生徒様
使えるフレーズをどんどん盗んで
真似していきましょう！

中級クラス

上級クラス

バックグラウンド
・日系企業２年目
・月１でシンガポールに出張
・将来的に海外赴任したい。

スタート時
・日常英会話 問題なし。
・TOEIC L&R 885点 / 英検準１級
・単語がシンプル過ぎる（Goodなど）
・複数人 早い会話になると発言できない。

一週間 勉強
Input:平日/2時間 週末/3時間   
Output平日/1~2時間 週末/3~4時間

ゴール時
・TOEIC910点 / 英検１級 / TOEFL 88点取得
・語彙力が増え、より上級 言い回しが出来るようになった。
ex) Good→Terrific, I think~→ From my perspective
・海外チームから引き抜きされ、そ 場で即興で40分 プレゼンを行うことが出来た。
・会議で複数人 会話 中に意見をカットインできるようになった。





目標管理シート

スパルタ英会話で達成する目標 ポケモンセンターで英語で接客できるようになる。 生徒名 H.M様

担当コンサルタント SAKAGUCHI 日付 19年 12月 3日

目的 学習内容 目標 コメント
１ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目

第1週 第2週 第3週 第4週 第1週 第2週 第3週 第4週 第1週 第2週 第3週 第4週

Input

文法

どんどん分かる英作文 1ページ40秒
文法を英会話の中で使えるレベルまで
持っていくことが目的です。

1ページ50秒 1ページ40秒 1ページ40秒

単語 (2000単語)

赤チャンク 100フレーズ5分 日常英会話できるようになるためには最低で
も1750単語は必要となります。

「知っている単語」から「話せる単語」にしま
しょう！

100フレーズ5分 100フレーズ5分

緑チャンク 100フレーズ10分 100フレーズ5分 100フレーズ5分

シャドーイング（ヒヤリング強化）

動画シャドーウィング

Output

日常英会話初級

8レッスン/月

レッスン内では新しく覚えた単語は積極的に
取り入れる意識を持ちましょう。

３ヶ月目は接客英語に特化したレッスンを行
います。

日常英会話中級

カスタムレッスン(ディベート)

グループレッスン

初級クラス

週最低16時間 1対複数の英会話練習です。他の生徒様の
使えるフレーズをどんどん盗んで
真似していきましょう！

中級クラス

上級クラス

バックグラウンド
・ポケモンセンター勤務
・バイトに来る外人の接客ができない。

スタート時
・日常英会話は単語でつないでる。
・TOEIC L&R 450点レベル
・レスポンススピードが遅い
・文章が短い

一週間の勉強
Input:平日/2時間 週末/3時間   
Output平日/1~2時間 週末/3~4時間

ゴール時
・英語で海外の方の接客できるようになった。
・トラブルがあっても英語で対応できた。
・語彙力が増え、シンプルな言い回しが出来るようになった。
ex) Good→Awesome
・3~4語の短い文章から8単語以上の長い文章で話せるようになった。



目標管理シート

スパルタ英会話で達成する目標

・日本橋のゲストハウスで働くこととなり
接客英語を身につける 生徒名 M,K様

体験担当コンサルタント SHIDAWARA 日付 19年 9月 20日

目的 学習内容 目標 コメント
１ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目

第1週 第2週 第3週 第4週 第1週 第2週 第3週 第4週 第1週 第2週 第3週 第4週

Input

文法

瞬間英作文 1ページ45秒
文法を英会話の中で使えるレベルまで
持っていくことが目的です。

1ページ45秒 1ページ40秒 1ページ35秒

単語(2000単語)

赤チャンク(1000単語) 100フレーズ5分
英語は最終的に単語力の勝負になっ
てきます。知っている単語と使える
単語は全く別物です。この3ヶ月で、
とにかく使える英単語を増やしてい
ただきます。

100フレーズ5分 100フレーズ4分半

緑チャンク(1000単語) 100フレーズ5分 100フレーズ5分 100フレーズ4分半

シャドーイング

動画音読

新しい英語学習に慣れてくる2ヶ月目
から、リスニング力向上に効果的な
シャドーイングに入ります。

動画ディクテーション

動画リピーティング

動画シャドーウィング TED Talk

Output

マンツーマンレッスン

日常英会話

8レッスン/月

①お客様が来店したときから　お会計をして
帰るところまでの接客をセリフで考える
②それをできるだけ英語にしてみる
③先生にチェックしてもらう
④ロールプレイ（優しい客、怒ってる客、急
いでる客、パーティしたい客など。

日常英会話 中級

カスタムレッスン(接客英語)

グループレッスン

初級クラス

週最低16時間
1対複数の英会話練習です。他の生徒様の
使えるフレーズをどんどん盗んで
真似していきましょう！

中級クラス

上級クラス

バックグラウンド
・法政の大学二年生。
・先輩のゲストハウスで英語を使いながら働きたい。

スタート時(体験レッスン時)
・TOEIC L&R 500点
・スピーキング力はほぼ皆無だった（体験レッスンで全くやり取りが出来ない程度）

一週間のスケジュール
Input:平日/2時間 週末/3時間   
Output平日/1~2時間 週末/3~4時間

ゴール時
・スピーキング力が大きく向上し、正しい文章が自然と口から出てくるようになった
・道案内をしたときにきちんと「会話」が出来た。
・ゲストハウスでの受付、併設カフェでの接客ができるようになった。


