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メインの教室です。キッズクラス、小
学生クラス、大人クラスで使用しま
す。 小学生クラス大人クラスでは
大きなテーブルでレッスンを行いま
す。 

学校について

I am the co-founder of Eikaiwa EXOMUT, Seth. Our school 
aims for an at-home atmosphere, where everyone from the 
age of 2 is welcome. We offer fun and energetic courses 
for children, exciting courses for adults, and anything 
in-between we offer as well. We have a wide variety of 
courses. I am sure we can find one to match your needs and 
wants in an English school.

A little about me; I am from Minnesota, USA. I have graduated a 4 year college 
in America. For 2 of those years I lived in Japan and attended Kanda University 
of International Studies. There I studied Japanese, so I know how it feels to 
learn a new language. It takes a lot of time and patience and you can never 
give-up! You’re not alone. There are many other English learners out there like 
you that are just waiting for the right time to start learning English. Well now 
is the time to get-up and start learning. You are never too old or too young to 
learn, so don’t be afraid. I have had experience teaching people of all ages and 
levels of English.

先生からのメッセージ
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テキスト

ＤＶＤ

オリジナルテキスト

レッスン前の10分とレッスン後の5分間、英語のＤＶＤをみる
ことができます。アメリカで人気のアニメや日本で有名なア
ニメの英語版（となりのトトロ）などもございます。大人で
も楽しめる内容のものも
ございます。

子供たちは英語のＤＶＤ
を笑いながら観ていま
す！

英語がききとれるかな？

子供のクラスではエグゾマットの
オリジナルテキストがあります。

自分のレベルに合ったテキストで
レッスン！

宿題を毎回きちんとやってくるとス
テッカーが貰えます。

ステッカーシートがいっぱいになっ
たらプレゼントが貰えます！
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幼児クラスレッスン時間４５分
１クラス　４組～５組
年齢　２歳～６歳

STEP 1 
２歳から６歳を対象とするクラス　このくらいの年齢になるとだんだんとコミュニケーションが
とれるようになり先生の言っている言葉をそのままリピートして簡単な質問に答えられるように
練習します。この時期はネイティブの先生の英語をたくさんインプットして行く事で正確な発音
を身につける事ができます。

例）BLUEと青の違いはわからないと思いますが、リピートしながらアクティビティーを通して感
覚で分かって行くようにします。青のバスケットにボールを投げて、これが青なのかな？と思う
くらいで大丈夫です。

STEP 2
アルファベットが始まり、フォニックスを取り入れアルファベットの音を学びながら書く練習も
少しずつ始まります。
STEP 2 になると「I　want ～」や「I　like ～」「It is ～」のように文章で答える練習をしま
す。STEP 1 でインプットしてきた英語を今度は自分から答えられるように練習して行きます。

STEP 3
STEP 2 で学んだ事をさらに活かしアドバンスな内容を行って行きます。
フォニックスに重点を置きながら自分自身についても言えるように練習します。「I like　 ～」
「 I am ～ years old.」 

STEP 4
STEP 2で学んだ事を活かしさらにアドバンスな内容を行って行きます。
アルファベットＡ－Ｚをしっかりと覚えていて簡単なフォニックスがわかっているので音を先生
が発音するとアルファベットを自分で書き一語一語の音を順番に読むと単語になるという練習を
しいます。C-A-T  CAT となります。（児童英検　BRONZEに挑戦できるレベルとなります）

どんなクラス

STEP 1　先生の簡単な質問に単語で答えられる。
 先生：What color do you want? 　生徒：Blue please.
 先生：What is it?　    生徒：Dog.

STEP 2　先生の簡単な質問に文章で答えられる。　
 アルファベットをきちんと理解する。
 先生：What color do you want?  生徒：I want blue please.
 先生：What is it?     生徒：It’s a dog.

STEP 3　先生に質問されたら名前、年齢、好きな事が答えられる。
 A-Zの簡単なフォニックス少しずつ理解する。自分で名前を書く

STEP 4　先生に質問されたら名前、年齢、好きな事が答えられる。
 A－Z の簡単なフォニックスが理解できているので
 CAT、DOGなどの簡単な単語のスペルがわかり書く事ができる。

Goal
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小学生以上レッスン時間５０分
１クラス　５～６人
年齢　６歳～１２歳

どんなクラス
STEP 1（６歳～８歳）

フォニックスのシステムを本格的にはじめそれぞれのアルファベットの音を学び、それが単語
になった時の音をも学びます。テンポの良いレッスンになり、先生が英語で言った動作をした
りゲームをしながら学び、楽しく授業をします。

GOAL　

単語のスペルやアルファベットがフォニックスの音を聞いて書けるようになる。

STEP 2（８歳～１０歳）

少しSTEP 1 よりも複雑なフォニックスの音を練習し単語力をアップさせます。SHORT DIARYな
ども自分で書ける練習をします。与えられた単語で文章を作る練習をしてパートナーで質問お
互いしたりします。STEP 1 に引き続きゲームを用いて楽しくレッスンを行って行きます。

GOAL

単語力アップ、自分から質問できるようになり文章のしくみを少しずつ理解してくる。（英検
５級に挑戦できるレベル）

STEP 3（９歳～１２歳）

フォニックスをほとんどマスターしているクラスです。復習を常に取り入れながら中学校に備
えて文法の理解に力を入れ自分の言葉で文章を作る練習をします。
会話文が増えてくるので、実際の場面を作って先生と会話の練習をしていきます。

フォニックスとは

アメリカの子供たちも使用している学習法で音声学すなわち音と文字の関係を学ぶもの
です。この方法を身につけることによって１つ１つのアルファベットの音をネイティブ
の先生の発音でしっかりと学んでいくのではじめてみた単語　例えば　CATなども発音す
ることが可能になるのです！自分で英語が読めたり書けるようになるとどんどん自信も
つき楽しく習得することが可能となります。フォニックスを学ぶ事によって音から文字
と学んで行く過程をつないでくれるのです。

Goal フォニックスを習得し、初めてみる文章や単語も読む事ができる。
自分の事を英語で表現する事ができ、文の構成が理解できる。　
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クラス内容
少人数制でクラスの仲間と楽しく学べるレ
ッスンです。アメリカのケンブリッジ大学
出版のテキストを中心に初心者から上級者
までのコースとなっております。

日常的な内容からビジネスまでと幅広い教
材となっていて、それぞれ自分のレベルに
あったクラスに参加していただく事になり
ます。

テキストでは会話表現、文法、発音、ディ
スカッション、読み書きなどのセクション
にわかれているので全体的に学んでいくこ
とができます。

そのテキスト以外にもクラスの中でショートダイアリー（簡単な日記）をクラ
スメイトに発表したり英語で質問しながら行うボードゲームなど、少人数クラ
スだからこそ会話が弾む楽しい教材がたくさんあります。

一般クラスレッスン時間　５０分
１クラス　４～５人
１８歳～大人まで対象

どんなクラス

ビジネス

どんなクラス？

ビジネスクラスはビジネスレベルの会話を行っていきます。英字新聞や今現
在、世界で起こっている内容を読んだり時には、ニュースを先生と見たり聞き
その内容に対してディスカッションを行います。仕事の中で使う表 現、電話
応対なども学ぶことができます！お仕事で英語を使う方、海外出張などがある
方や留学経験があり会話をどうにか進めていくことができる方に最適です！テ
キストなどは使用しないので会話中心のクラスとなります。
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リラックスクラスレッスン時間　５０分
１クラス　４～５人
１８歳～大人まで対象

どんなクラス

英会話エグゾマットでは生徒が利用し
やすいノートを作成しました。ノート
は毎回一枚差し上げます。

きちんとノートで管理すると勉強がは
かどります！

クラスの名前の通りリラックスして会話をしたい方のコースです。テキストを
使ってやるほどではないなど、一般のクラスに苦痛を感じてしまう方!お茶を飲
みながら時にはお菓子を食べながら先生とお話しませんか？

レッスンの内容は前の週に話したい事を相談してきめたり先生が用意したもの
を行います。

好きな洋楽の音楽を聴いて歌詞を皆で読む。

旅行英語を勉強して実際に場面を選んで皆で練習します。
(レストラン、空港など）

ショートダイアリー（2、3行の日記）を書いて発表するこ
ともあります。最初は難　しいですが、少しずつ書けるよ
うになってくるので毎回の成果を自分で確認できます。

アイディアをだしあって毎回クラスごとにオリジナルのレ
ッスンをやることもできますので難しく考えずに気軽に英
語を楽しみましょう。 
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ポイント

カード

こちらのカードは出席カードとポイントカードになりますので出席の
際にカードをスキャンして下さい。毎回３ポイント加算されます。
当日カードを忘れてしまうと加算できませんのでご注意下さい。

子供たちは毎回ポイン
トが増えていくので楽

しいようです！

小学生の生徒さんにはお知らせメールがございます。携帯のメ
ールアドレスを登録していただきカードをお持ちの方のみの         
サービスとなりましてお子様がスクールでカードをスキャンす
ると登録されたメールアドレスに到着と帰宅のメールが送信さ

れます。（提出日より1週間後に登録が完了致します。）

※生徒専用カードを紛失してしまい再
発行ご希望の場合２１６円かかります
のでご注意下さい。（再発行は強制で

はありません）

申込み用紙

※次回のレッスンから登録完了となります。

生徒の名前：

携帯メールアドレス：　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　

迷惑メールフィルターを設定している方は、「*****@exomut.com」
のEメールを受信できるように設定変更をお願いします。

ご注意：お知らせメールはサービスで行うものであり、機械の不具合やカードの
提出忘れにより送信されない場合もございますのでご了承下さい。そのような場
合にご心配の方はスクールまでご連絡下さい。こちらから連絡は致しません。



9

携帯メールアドレス：　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　

ポイント

ポイントで色々なことができます。

145P
ポイント

ポイントは本のレンタルで使用できます。
1冊1週間5ポイントです。

（本を紛失・破損してしまった場合は
５００円かかる場合がございます。）

ポイントで文房具も買えます。

* １日に 1 個しか買えません。

※レッスンの際に先生に注意をされてきちんと参加できなか
った子はポイントをその日使うことができません！しっかり

集中して授業を受けましょう！

買う時もしっかりと英語を使ってお買い物です！
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レッスンの中ですでに取り入れられておりますが新システムを
導入し読み書き、単語、スペル、フォニックス、会話力のテス

トができるようになりました！

生徒さん１人ずつ毎回のレッスンで評価を保存していますので
どの分野が苦手でどこがよくできているのかを管理する事がで
きます。これによって先生も効率の良いレッスンを行うことが

可能となりました。

質問評価: 以前のスコアと今回を比べる事ができます

生徒さんがレッスン中先生から注意された数とよくできた数がカウントされます. 

カテゴリー

生徒の名前
と生徒番号

質問

Testing システム

内容

ソフト
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生徒の名前
と生徒番号

Testing システム

レッスンの際にテストしている項目は
すべてオンラインでご覧いただくこと

ができます→ 
http://testing.exomut.com

こちらのページではテストの項目をす
べて練習する事ができるので自宅でも
活用していただき次に受けるテストを

決めましょう！

オンライン

Kitchen

英検

３級児童英検
Gold&Q A

Veggies

バッジ

スクールにきてカードをスキャンして
いただいておりますのは出欠席の有無
だけではなく新システムのテストで合
格した項目を上記の様なバッジでわか
るようになっております。色々なデザ
インのバッジが画面にでてくるので次

は何のテストを受けようかなと楽しみが増えます！　その他に
英検に合格した場合やスクールのイベントに参加した時のバッ
ジなどもあります。
バッジをたくさん集めると左のようなプログレスシートを個人
の名前入りでお渡しします。
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アワード

英検 Jr.

日本英語技能検定が実施しております児童向けの英検です。
５名以上のお申し込みがあった場合は当スクールで
受験が可能となります英検 Jr.は合否がない育成型テストですのでお子様
が自信をなくされる心配はございません。
日頃の成果を試すためにもぜひ一度挑戦してみてください。

テキストについて
試験対策用のテキストでは必ず覚えていなければならない単語集や練習問
題もございますのでご希望の方はお問い合わせ下さい。当テキストでも児
童英検や英検向けの内容をたくさん取り入れております！

英会話を習っている方もそうでない方も当スクールで受験がで
きます。ならっている方は今自分がどのくらいできるようにな
ったのか成果が良くわかります。日本英語検定協会が主催して
いる試験で年齢、学習経験などから全国平均もわかるので、英
語の勉強にも力が入ります！

この検定の特徴は合否がないので小さいお子様でも挫折感を味
わうこともなく安心して受験
が可能おります。下記の様な
証明書も受験者全員に発行さ
れます。

一番上のレベルまで行けるか
な？
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ルール
クラス

　　当スクールはレベルによってそれぞれのクラスに分かれています。レッスン日、休校日に関し
ましてはスクールにあるカレンダーもしくはホームページでご確認下さい。場合によってはお時間
等変更させていただく場合がございますのでご了承下さい。担当の講師が急病やその他の理由にお
いてレッスンが不可能な状態の場合は資格のある講師が担当する場合がございます。その他クラス
の人数が1名になった際は日程の変更をお願いすることがございます。キッズクラス：兄弟をお連れ
の生徒の方で兄弟が２歳以上の場合はクラスの外で保護者の方とお待ちいただくようお願い致しま
す。２歳以下のお子様の場合は保護者の方から離れないようにお願い致します。毎年４月には学年
の変更のよりクラスの変更をお願いする場合がございます。

授業料

　　毎月27日（休日の場合は翌日）翌月分のお支払を口座自動引き落としにてお支払いただいてお
ります。開始までは月謝袋にてお支払いただきます。その他オプション、イベントに参加される場
合はその都度お支払いとなります。どのような理由においても一度お支払いただいた授業料は返金
できません。

欠席や遅刻の際

　　お休みされてもレッスンを無駄にすることがないよう振り替えレッスンがございます。だたし
お休みされた日のレッスンと全く同じものは難しい場合がございますので振り替えされる日によっ
ては一度受講されたレッスンや上下レベルのクラスになる事があります。
　　
　　お休みされる場合はレッスンの１時間前までに当スクールにご連絡いただければ振り替えレッ
スンをお受けいただくことが可能です。(プライベート、セミプライベートの場合は前日の午後９時
まで)にお電話（留守番電話でも可能です）もしくはEメールで欠席の連絡をいただければ月に1回の
み振替レッスンが可能です。振替レッスンは月１回までとし、お休みされた日より2週間以内にお取
り下さい無断でお休みされますと振り替えレッスンがお受けできませんのでご注意ください。振り
替え日を一度決めますと変更はできませんのでご注意下さい。
　　　　　　

休会、退会される場合

　　休会、退会される場合は1ヶ月前までに休会届、退会届を提出してください。1ヶ月を過ぎてか
らのお申し込み場合は翌々月からの休会もしくは退会となりますのでご注意ください。12月より休
退会の場合は10月末までに提出。11月以降になってしまいますと1月からの休退会となります。）休
会手続きの場合は1ヶ月に２６００円をお支払いいただきますとまた戻られた時に同じクラスに参加
できます。
　　　　
こちらから退会を申し出る場合は以下の通りの行為が行われたときです。

　　１．授業料が2ヶ月以上滞納となった場合。
　　２．レッスンの妨げ、物を破損する、他の生徒に対するいじめなど
　　　　

その他

　　授業の開始前に生徒カードをを受付に提出してください。お手紙がある事がありますのでご確
認下さい。レッスン日のスケジュールのスクールホームページまたはスクールにあります。お知ら
せボードで確認下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　
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料金表

セミプライベートクラス（申し訳ありませんが2人同時申し込みのみ受け付けします）

   時間   金額（1人分税込）  テキスト代金（税込）
ベビー   ３０分  1回３,２４０円  相談して決めます
幼児    ４５分  1回３,２４０円  相談して決めます
小学生   ５０分  1回３,２４０円  相談して決めます
中学生～高校生  ５０分  1回３,２４０円  1年以上使用可２,８００円～３,０００円
一般    ５０分  1回３,７８０円  1年以上使用可２,８００円～３,０００円
 
プライベートクラス

   時間   金額（税込）   テキスト代金（税込）
ベビー   ３０分  1回６,４８０円  相談して決めます
幼児    ４５分  1回６,４８０円  相談して決めます
小学生   ５０分  1回６,４８０円  相談して決めます
中学生～一般   ５０分  1回７,５６０円  1年以上使用可２,８００円～３,０００円

入会金　１０，０００円

週１回、年間４８回

授業料　８，６４０円

中学生以下

施設維持費　２１６円

テキスト代　４３２円

授業料　９，７２０円

高校生～大人

施設維持費　２１６円

テキスト代
1年以上使用可２,６００円～

ご家族入会得点２人目以降入会金半額、施設維持費０円

※他には何もかかりません
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ノート
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