
日本の学校だけの英語教育を受けた大人はほとんど英語が話せません。「うち

の子はテストで 90 点。学校の成績が良いから大丈夫。」それこそ大変危険です。

英語で質問してみてください。答えられないはずです。東大生ですら、Would 

you like to go  out for a dinner with me?（夕飯に行かない？）の日常レベルの

一言がぱっと口から出てきません。なぜでしょうか？それは、受験用としての

英語教育だけで、英語を知識として学んで終わっているためです。つまり、これ

までの英語の教え方が、実践で使える英語学習ではなかったということです。

英語を話せるようになるためには、何度も何度も繰り返し口に出して使うこと

です。実際に英語を活用することで、実践で使える力が身につきます。もはや英

語が話せることは最低条件の時代になってきています。これ以上、学校の英語

教育で失敗をさせてはなりません。今、失敗から学んだ大人たちがしっかり先

導するときです。今こそ、あるべき英語教育へのアクションをとりましょう。

最近の就職活動において、日本人学生が行き場を失っています。なぜなら、アジア諸国の学生の方
が、圧倒的に優秀なためです。アジア諸国の学生たちは、将来のために必死になって勉強し、英語の
みならず第2外国語まで習得しています。韓国は8,200語、日本は3,080語。これは、高校生終了時に
覚えるべき必修英単語数です。中国、台湾、韓国の英語学習は小学1年生、早いところは幼稚園から
スタートしています。日本では小学5年生からです。英語を母国語で教えているところは、もはや日
本ぐらい。日本は世界と比べて、英語の学習量と質がダントツで低い現実があります。

この波は、更に多くの企業へ広がっていきます。今企業は英語を駆使して、世界中どこでも自発的
に活躍できる人材を企業はほしがっています。

実践型の英語塾エベレスト
Everest

www.everest-esl.com
英語塾エベレスト 検索で

使えない英語教育を続けさせていいんですか？

英語が話せない学生はいらない。受験英語は無駄。

英語学習の場を

今の英語教育に不安を抱いている親御さんへ

あなたの大切なご子息、ご令嬢に

開校

世界基準の

※ご予約・お問い合わせは担当（斉藤）まで

03-6384-7394 070-6406-3229
平日 : 9:00 ～ 18:00 土日 : 10:00 ～ 20:00（携帯直通）

※高校卒業時、必修単語数

韓国 日本

3,080 語

8,120 語
アジア内でも
ダントツに低い

「グローバル経営が進展し、今までのような『日本人だけ、日本語だけ』の
コミュニケーションは限界にきている」。ユニクロの柳井社長の言葉。

　－ユニクロ　2011年、国内新卒採用約600人中、半数を外国人にする。
　－パナソニック　新卒採用1390人中、日本人は290人のみ。
　－ローソン　2011年度は60人中20人（3分の1）が外国人。開校記念！先着10名様 1か月分無料。

まずは、他との違いを試してみてください。

もしあなたが、今の学校だけに
英語教育を任せているのであれば、

確実にあなたのお子様だけ世の中に取り残されます。
小、中、高校生のお子様がいらっしゃる方は、

私どものこのメッセージをじっくりお読みになってください。



受験英語など簡単すぎる。目指すところは世界基準。エベレストは他と何が違う？選ばれる３つの理由とは

日本の受験英語レベルでは今の社会では全く通用しません。お隣りの
韓国は日本の２ .５倍の英単語を学んでいます。エベレストは、世界の
学生と渡り合えるぐらい、高いレベルのプログラムを提供いたしま
す。もちろん、日本語は使いません。「聞く、話す、読む、書く」の 4 技能
を網羅的に学び、英語を英語で考える基礎をつくっていきます。

週 1 回の授業では英語力は伸びません。英語を身につけるに
は、毎日英語に触れる必要があります。目安としては2,000時
間と言われています。そのため、エベレストでは

①週末：授業のプログラム
②平日：家庭のプログラム
の両方をご提案し、英語を本気で身につけていきます。

選ばれる
理由1

親御さんへメッセージ
折り込みチラシで伝えられることには限界があります。これからのお子様の将来について、説明会
を設けさせていただきました。今の時代に必要な英語教育について余すことなく共有させてくだ
さい。実際、大変厳しい現実があります。また、これまでの英語スクールでうまくいかなかった親御
さんも、是非この機会をご活用ください。何が失敗だったかもご理解頂ける内容となっています。
お忙しいでしょうが、1本のお電話が必ず、あなたのお子さんの助けになるはずです。

募集内容： 連絡先：

※ご予約・お問い合わせは、担当（斉藤）まで

03-6384-7394
☎070-6406-3229

平日 : 9:00 ～ 18:00

土日 : 10:00 ～ 21:00

☎

説明会日程 ( 毎回：14:00～）予約制
3/30 土 4/6 土 4/7 日 4/20 土 4/21 日 4/27 土 4/28 日

※予約制となっております。ご都合が合わない場合は、お電話にてご相談ください。 平日夜やこの他の日程にも個別相談会を開催しております。

後楽園駅

第三中 中央大学

伝通院前

安藤坂

竹早高
竹早中

金富小 春日通り
254

春日駅教育センター前

EverestEverest

FAMILY
MART

LOWSON

Everest（エベレスト） 春日校
〒112-0003 東京都文京区春日 2-26-11 1F

小石川後楽園

朗読（15分）

1

口の筋肉と英語のスピードに慣れるト
レーニングです。声に出して、朗読する
ことで、英語の音、発音、口の筋肉を自
分のものにしていきます。

スピーチ（15分）

2

人前で自分の意見を表現するトレー
ニングです。将来のプレゼン力にも大
きな貢献をします。毎回、スピーチを録
画することで、成長の記録とします。

会話（15分）

3

ペアを組んで会話します。相手の英語
を理解しつつ、自分も英語を話すので、

「聞く、話す」を実践できます。相手の表
現も学べるので効果は大きいです。

場面（15分）
4

実生活の中などの様々なシチュエー
ションでの会話トレーニングです。役
を決めて、その人物になりきってもら
います。

作文（15分）

6

文字で表現する力をつけます。初めは
3行ぐらいから順を追って、1枚のエッ
セイが書けるぐらいに段階を追って
学んでいきます。

討論（15分）

7

自分の意見を主張し相手を納得させ
るトレーニングです。相手の意見も聞
きつつ、自己主張ができるようになり
ます。

ネイティブチェック

8

毎回、ネイティブと会話チェックをし
ます。平日に学んできたことを、実際に
ネイティブと話すことで英語が伝わる
喜びを実感します。

歌（15分）

5

英語にしかない発音を学び、口の筋肉
を鍛えます。また、学びの中に歌を取
り入れ、より楽しさを含ませることで
継続につなげていきます。

月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土

週 1回のクラス＋平日 5日分
英語を習慣づけるプログラム

●一般の英会話の場合：週 1 回 50 分のみ

●エベレストの場合

50 分

50 分 一週
たったの
50 分

50 分 120 分50 分 50 分 50 分

家庭トレーニング 授業

英語に
触れる時間

370分

授業の 95％はアウトプットの時間
家庭でのプログラムで吸収しているものを、どんどん発話して表現していく授業です。一定の表現を身に
つけ、更に自分で考え、言いたいことが言えるようになることが目的です。

選ばれる
理由2

選ばれる
理由3

100％英語の授業で、「聞く、話す、読む、書く」
世界レベルの学習量と質

（クラス内風景）

（SpeakingやWritingで
活用できる単語数）

Active Vocaburary

2,000
語

（Reading読書で
理解できる単語数）

Passive Vocaburary

6,000
語

活用できるフレーズ

1,000
フレーズ

スピーチ力

10分間
スピーチ

英文Essay(作文力）

400字
3枚分

①高校卒業時には、Speakingで活用できる単語数（Active Vocaburary）は2,000語。さらに読書力のため
の単語数（Passive Vocaburary）は6,000語。合計8,000語を目指します。
②高校卒業時には、1,000のフレーズを話せるようにトレーニングします。
③高校卒業時には、英文でEssay（作文）ができるようにトレーニングします。

対象：小学 5 年生～高校 1 年生（11 歳～ 16 歳）
時間：毎週土曜日、日曜日（時間帯は個別で要相談）
定員：最大 8 名／ 1 クラス


