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ホームリンガルとは…

◆ ３歳～小学生対象の本気のバイリンガル言語教育です。

◆ 日本にいながら、グローバル基準の英語教育を自宅で学べます。

◆ ネイティブな英語力だけではなく、学校でもトップを目指し、海外留学または日本での進学など　　 

将来の選択肢の幅を広げます。 

◆教室ではなく自宅で行われるマンツーマンレッスンのため、間違いを恐れずのびのびと集中してレッ　

スンに取り組めます。

◆講師が随時学習進捗を確認し、お子さまのペースに合わせてレッスンをカスタマイズしながら、上達　

を親身にサポートします。 

◆ お迎え・シッターサービスも設けており、保護者様のサポートもいたします。
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４つのポイント

選び抜かれたバイリンガル講師 
幼少期・青年期に海外で在住、バイリンガル教育を受けてきた帰国子女、または英語圏の留学経験者。全員日本語と英語の
バイリンガルスピーカーです。 ホームリンガルでは講師の研修や意見交換会を頻繁に行い、講師も常に英語教育のあり方に
ついて 勉強しております。研修には世界で認められている CPD フレームワーク(ブリティッシュカウンシ ル考案の英語教
育者向け評価法)なども導入しています。また、日本語が話せる講師だからこそ、必要な時には日本語でもサポートできる
という強みがあります。

英会話と学校英語をダブルサポート
ホームリンガルでは、米国の Common Core State Standards（各州共通基礎スタンダード＊P.８参照。）を採用したカリ
キュラムと評価制度のもとで、計画的且つ着実にレッスンを進行していきます。質の高い教材を通じて活きた英語を学び
ながら、ネイティブが習得すべき内容とスキルを網羅し、ステージ毎にきちんと学習進捗を確認していきます。さらに
は、日本の中学校英語を小学生のうちに先取り、文法や文章構成力、読解力などを早くから育成していきます。これによ
り、英語が得意！という自信を早くからお子さんにもって頂きながら、日本の大学に進学するにも海外留学するにも有利
な基盤をつくります。 
＊中学生のお子様には学校英語のサポート、高校受験準備、高校先取り英語、一般英会話、英検・ TOEIC・TOEFL の試験対策、留学対策なども
行っております。 

4



マンツーマンのパーソナライズド・レッスン 

ホームリンガルでは、ひとりひとりの個性・興味・学習ペースに合わせた完全にパーソナルなレッスンを提供しておりま

す。講師がお子様の些細な変化にも気づき、巧みにレッスン内容や指導方法を調整しながら、楽しく確実に学ぶ習慣をつ

くっていきます。また、お子様の趣味や好みを活かすことで、自発的なアウトプットを促していきます。学校や大人数の

場では聞きづらい質問もここ では積極的にできるため、不明点や疑問を徹底的になくしていくことができます。

お迎え&シッターサービス
忙しい保護者様をサポートする「お迎えとシッター」のプランもご用意しています。保護者様に代わって保育園や小学校
にお迎えに上がり、英語で今日あった出来事などを話しながら帰宅します。 お子様が日常の中で英語に触れる時間をつく
ることにより、実生活に活かせる生きた英語を身につけます。帰宅後のレッスンはもちろん、学校の宿題や英語をつかっ
た遊びを一緒に行うなど、お子様に合わせてアクティビティを選択できます。講師にはキッズコーチ検定の取得を積極的
に推奨しており、お預り中にお子様が万が一体調を崩された際のケアもさせて頂きます。
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❏ ホームリンガルでは、何歳からでも始められる、ステージ制のカリキュラムを導入しています。
年齢ではなく、お子様の習熟度に応じてカリキュラムが進行するため、今のお子様に最適なレベルの、学び多きレッ
スンを行えることが特徴です。ステージ６を終える頃には、海外にも通用する発言力・発信力・発想力が身につくカ
リキュラムになっています。  ＊進路によりカリキュラムの内容は変わります。

❏ ボキャブラリー、フォニックス、グラマー、リーディング、ライティング、ディスカッションなど英語に必要な要素
やスキルを総合的、多面的に学習し、バランスの取れた万丈な英語力を育成します。 

❏ ホームリンガルでは、ネイティブのような発音を習得するために、出来るだけ幼少期より英語に触れることをおすす
めしています。一方で、英語学習を始める時期が遅いからと言ってバイ リンガルになることを諦める必要はありませ
ん。何故なら、成長するにつれ、時に母国語も交えながらより論理的に英語を理解することができたり、自分にとっ
て最適な学習方法で効率的に進めたりできるようになるからです。ホームリンガルでは、担当の講師がバイリンガル
を目指すお子様の知力の発達や興味の変化を察しながら、適切な指導方法と教材で全面的にサポートいたします。 

❏ 帰国子女のお子様の場合、現在の英語力は維持しつつ、今後の進路を踏まえた学習プランと課題対策により、よりハ
イレベルな洗練された英語へとブラッシュアップしていきます。

カリキュラムについて

ステージ制カリキュラム
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グレード アメリカ学年  ホームリンガルステージ ホームリンガル学習ポイント

Pre K 5 歳未満
Stage 1 

体を動かしながら英語感覚を磨く・英語を耳になじませ、語彙を吸収   
Activity Based Approach・Phonemic Awareness

K Kindergarten

Grade 1

Elementary School

Stage 2
  　　読み書きを習得・多角的アプローチで理解を促進 

Literacy Based Approach・Balanced Literacy Approach
Grade 2

Grade 3 Stage 3    　　テーマ学習で応用力、アウトプット力を育成 
  　　　　　　Content Based Approach 

Grade 4 Stage 4  　　　文法を理解し、読解力や 文章構成力を強化 
 　　　　　 Grammar based Approach

Grade 5
Stage 5

 

 アカデミックかつワールドワイドなコンテンツで学ぶ  
Content and  Language Integrated   Learning

Grade 6

Middle SchoolGrade 7
Stage 6 

Grade 8

Grade 9

High School
And  

onwards 
進路に合わせて

Grade 10

Grade 11

Grade 12

英
語
の
基
盤
を
作
る

英
語
で
思
慮
し
発
言
す
る

英語を学ぶから
英語で学ぶ
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❏ 日本では、小学校・中学校において文部科学省の定める「学習指導要領」を元に指導が進められていますが、アメリ
カでは全米統一の学力基準を設けた Common Core State Standard (各州共通基礎スタンダード＊以下コモンコア)が
あります。 コモンコアは、幼稚園から高校三年生までの数学と英語について、学年ごとに到達すべきレベルを定めて
おり、現在アメリカの多くの公立と私立の小・中・高校がコモンコアをもとにカリキュラムを作成し、生徒の学力を
測っています。コモンコアでは、各生徒の成長を促す明確で厳しい評価基準が確立されています。また、分析力や問
題解決力の育成に焦点が置かれた評価基準が、大学や将来の仕事に必要な能力の育成に適しているとされています。 

❏ コモンコアは、大きく２つの教科に分けて策定されています。 
① English Language Arts Standards（英語） 

- English language arts/ literacy in history/social studies, science, and technical  subjects 
② Mathematics Standards（数学） 

ホームリンガルでは①のみを扱います。 

コモンコアについて

ホームリンガルが採用しているコモンコア (各州共通基礎スタンダード)とは？
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アメリカと同年齢の子ども達と同じ評価基準で学習することにより、ネイティブ同等のリーディング・ライティング
・リスニングスキルの習得を目指します。また、将来的にインターナショナルスクールへの通学や海外留学、グロー
バル企業への就職を検討する方にとって、通学先や就労先の求めるスキルを獲得する上で有利に働くと考えていま
す。 

＊次のページからは、各ステージの大まかなレッスン内容と到達目標です。

詳細なカリキュラム資料は別途ご用意しておりますので、必要な方はお気軽にお問い合わせください。

コモンコアについて

ホームリンガルにおけるコモンコア導入のメリット
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Stage-1 手や体を動かして英語感覚を磨こう！ アルファベットや英語の挨拶が自分のものに。 

授業内容 ・歌とアクションであいさつ、アルファベットの歌。フォニックスの歌。

・ゲームやフラッシュカードを使いながら身近なモノの単語をどんどん習得。

・本の読み聞かせでリスニングを強化。

・工作をしながら想像力を育成。

　　学習到達 

目標

聞く

・簡単な指示を聞いて行動できる。

・単語や簡単な文を聞いて理解ができる。

・絵本の読み聞かせや歌などを楽しんで聞ける。

話す

・あいさつや名前が言える。

・簡単な単語で説明することができる。 

・質問に簡単な答えで答えることができる。 

・簡単な質問ができる。知らない単語について知らせることができる。

・フォニックスの音を口に出して発音することができる。

読む ・ アルファベットの大文字・小文字が読める。

書く
・自分の名前の綴りと書き方を認識できる。

・アルファベットの大文字・小文字が書ける。
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Stage-2 語彙の幅を広げて、自分のことを話してみよう！好きな言葉を英語で書いてみよう！

授業内容 ・フラッシュカードを使い、名詞や動詞、形容詞などの語彙の幅を広げる。

・フォニックスや英語独特の音韻を理解する。

・テーマ、シーンに応じたフレーズを学習する。

・自分の見聞きしたことについて、文章で説明する練習をする。

学習到達 

目標 聞く 

・指示を聞いて行動できる。

・簡単な文を聞いて理解ができ、簡単に受け答えができる。

話す

・単語や短い文を正確に発音できる。

・自分のことや見聞きしたことについて簡単な文章で説明できる。

・音韻を理解し、正しい発音で話すことができる。

読む ・簡単な単語や本が読める。

書く ・フォニックスを応用して簡単な単語が書ける。
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Stage-3 どんどん会話しよう！長い文章を読んだり、要点や感想も英語で言えるかな？

授業内容 ・日常的に使う単語、フレーズをさらに学習。

・フォニックスの全般を理解し、単語だけではなく文章全体を正しく発音できるようにする。

・使用できる品詞を増やし、豊かな文章を作る。

　・特定のテーマを深堀して学習することで様々な新しい表現を学び、会話力に活かす。

・リーディングを強化し、話の要点を理解、表現する。

学習到達 

目標

聞く ・会話が理解でき、長い文章で受け答えができる。

話す ・正しい発音で正確に話せる。

・質問のやりとりをしながら、会話を続けることができる。

・自分の考えや気持ち、アイディアを口に出してはっきりと伝えることができ る。

読む ・簡単な単語やよく使う単語が読めるようになる。

・サイトワーズを使った本が読める。

書く ・好きなことや自分の意見・気持ちについて簡単に文章で表現することができる。
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Stage-4 ライティングを強化しよう。日記や物語、テーマに沿った文章も沢山書いて練 習しよう！

授業内容 ・語彙力を増やし、日常英会話や言い換えを学ぶ。

・文法や英語の仕組みについて教科書で論理的に学ぶ。

・文章の読解力を養う。

・単語の綴りを練習する。（スペリング）

・リスニングに慣れる。

学習到達 

目標
聞く ・ナチュラルスピードで話すネイティブスピーカーの初歩的な英語を聞いて理解できる。

話す 
・質問に対して、短い応答が即座にできる。

・簡単な質問ができる。

読む ・初歩的な英文を読んで理解できる。

書く ・簡単な事柄について文を書くことができる。
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Stage-5 テーマ学習で、より高度なリスニング・リーディングに挑戦。自分の主張も発表しよう！

授業内容 ・語彙を増やし、コミュニケーションに活かすことができる。

・文法を論理的に学び、文法問題に対処する力をつける。

・長文読解の導入。

・単語の綴りを練習する。（スペリング）

・リスニングを強化する。

学習到達 

目標
聞く ・ナチュラルスピードで話すネイティブスピーカーの英語を聞いてほとんど理解できる。

話す

・質問に対し、即座に色々な答え方ができる。

・聞きたいことの問い方がわかる。

・自分のことや身の回りで起きたことなどが話せる。

読む ・長文の英文を読めるようになる。

書く ・長文を読み自分の意見が簡単に書けるようになる。
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Stage-6 ネイティブレベルの会話力を目指そう。文法を再確認して、様々なコンテンツでディスカッション。

受験英語にも備えよう！

授業内容 ・語彙をさらに増やし、受験英語や海外のコンテンツに対応する力をつける。

・学んだ文法を駆使して、様々な問題形式に応用できる。

・長文読解の応用。

・長文での表現を練習する。

・リスニングの応用

学習到達 

目標
聞く ・ナチュラルスピードで話すネイティブスピーカーの英語を聞いて問題なく理解できる。

話す

・ネイティブ並みのスピードで答えられるようになる。

・与えられたトピックについて聞き、自分の意見をまとめられる。

・会話を発展させることができる。

読む ・長文や本がすらすらと読めるようになる。

書く ・自分の意見が色々な表現で書けるようになる。
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●上記料金は全て税抜き表記です。
●レッスン費は月定額制です。
●基本的なワークシート、フラッシュカードなどは教材費に含まれています。
　レッスンに必要な筆記用具（鉛　筆・クレヨンなど）、役立つ教育玩具、補助教材などについてはご用意し　
ていただくか、別途ご購入いただく場合がございます。
●ステージ４以降は進路や目的に応じて使用する教材が変わります。
● 講師のご自宅までの往復の交通費は、上記の金額に含まれております。 
●お迎え・シッタープランご利用の方は傷害保険にご加入いただきます。
●レッスンをお休みが必要な場合は一週間前までにお知らせください。振替させていただきます。

レッスン料金

 【初回費用】
 　入会金　　　　　　　　　　　　　8,900円　　
 　ステージ１〜３教材費　　　　　　4,900円/１ステージごとに。　 
　月４回９０分レッスン〜　　　　　31,900円〜　＊初月は日割りにて対応可能です。
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通常の対面レッスンのサポートとして、復習や補講を目的としたオンラインレッスンです。別日に英語の時間を
少しでも長く設けたい方へのオプションプランです。ウェブ会議ツールを利用して行います。

◉オンラインレッスン補講プラン　1回 30分
　
  4回券　   6,000円/月額
  8回券 　12,000円/月額
12回券　 18,000円/月額

■上記はすべて税別金額です。
■回数券は連続してご利用いただけます。
　例えば、30分＋30分の１時間レッスンを行いたい場合、２回分の回数券をご利用になれます。
■オンラインレッスン単独のプランはございません。

オンラインレッスンについて
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例１）　子供を園からお迎えしてほしい 【お迎え30分＋レッスン90分】
園にお迎えに行き、一緒におしゃべりしながら帰宅→おやつのお買い物→手洗いをして、おやつタイム→レッスンスタート

例２）　小学生の子供のシッターをお願いしたい 【シッター60分＋レッスン90分】
講師はご自宅に直接伺う→本を一緒に読んだり、海外の教育チャンネルを一緒に見て話し合ったり、宿題を一緒にする→おやつタイム→
レッスンスタート

例３）　子供を幼稚園からお迎えして、なおかつシッターもお願いしたい 【シッター90分＋レッスン90分】
幼稚園へお迎えに行く→近くの公園で身体を動かす英語のアクティビティをする→スーパーでママに頼まれた商品を購入→帰宅→手洗いを
して、おやつタイム→英語の宿題があればサポート→一緒にクラフトをしてお片付け→レッスンスタート

*ホームリンガルのシッターサービスは子守・料理・洗濯・家事を目的とする家政婦ではありません。*シッターの内容は講師とご相談ください。

お迎え・シッターについて

通常の９０分レッスンにプラスして、お迎えやシッタープランをオプションとしてつけることができます。カリキュラムに沿った学
習を行わず、自然体でリアルな英語に長く浸る時間を設けます。習った単語を復習しながらスーパーでお買い物や、英語動画コンテ
ンツを視聴しディスカッション、クラフトの時間や公園アクティビィティなど息抜きをしながら海外にいるような感覚でアウトプッ
トを目指します。万が一の時には、日本語も適時使えるのがバイリンガル講師ならではの利点です。お迎えが必要のない日はシッ
ターの時間としてご利用ください。不定期利用の方は回数券をご購入いただけます。

お迎え・シッターの様々なパターン例　　
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●講師との連絡
入会時にホームリンガルの公式LINEアカウントをご案内致します。以降はLINE公式アカウントを通じて直接講師と連絡をとっ
て頂けます。レッスンに関するやりとりなどをお気軽にご連絡頂けます。また、レッスンレポートもこのLINE公式アカウント
を通じてお送りさせて頂きます。

●レッスンの振替  
基本的に固定された曜日および時間にレッスンをさせていただきますが、振替をご希望の場合は、 
1 週間前までに講師にお伝えください。近い日程での振替をさせていただきます。ご旅行などで複数回レッスンをお休みしたい
場合もご相談ください。なお、急なご病気などの場合を除き、1週間を切った場合や無断欠席の場合は振替対象にはなりませ
ん。また、振替は必ず 2 か月以内に行ってください。それ以降は償却となり振替対象にはなりません。予めご了承ください。 
また、振替をレッスン延長という形で行っていただくことも可能です。ただし、何分かの延長に限らず、延長したことで振替
は償却となります。 講師に都度ご相談ください。

●当日レッスンの遅延に関して 
急なご都合でレッスンの開始時間が予定から遅れる場合、講師の都合による遅延を除き、その分のレッスン時間は償却となり
ます。遅れた分の延長レッスンはございませんので、あらかじめご了承 ください。 

●当日レッスンの延長に関して 
当日の急なレッスン延長の依頼に関しては、担当講師がスケジュール上対応可能の場合のみ30分、60分、90分のプランでお引
き受けできます。料金は通常のレッスン料の延長料金となり、翌月のお支払いと合わせてご請求させていただきます。

レッスンシステム
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●突然の病気や緊急時  
お子様がインフルエンザ、ウィルス感染に類する病気にかかられた時はできるだけ早く講師にお伝えください。 

●講師の変更  
当社では子供好きで明るい講師を厳選しておりますが、まれに生徒様と講師の相性が合わない場合、 ご要望をお伺いした上
で講師を再度ご紹介させていただいております。また、様々な背景を持った講師に刺激を受けて、コミュニケーションスキル
やヒアリングスキルを向上して頂くため、ご相談の上、意図的に担当の講師を変える場合もございます。 
また、災害、講師の突然の病気・通勤中の事故や遅延等で代行の講師が確保できず、止むを得ず休講となる場合は、別日に
振り替えさせていただきます。 

　　　 ●講師の引き継ぎ  
担当講師は、レッスン毎にお子様の学習記録を作成し、保管しています。次の講師に引き継ぐ際は学習記録を共有した上で
レッスンを開始しますので、安心していただけます。また、保護者様にもメッセージアプリLINEにてレッスン毎にレポートを
送信し、動画や写真などを共有させていただいております。 

●支払い方法  
ご入会月のレッスン料金・入会金・教材費を請求書にてご請求させていただきます。月途中のご入会の場合、当月のご利用回
数分も合わせて、銀行へのお振込を頂戴させていただきます。 それ以降は毎月20日前後にご請求書を送らせていただきま
す。月末までの入金をお願いしております。
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　　　 ●定期ヒアリング
ホームリンガルでは定期的なレッスンに関するヒアリングを行うことで、お客様の満足度の向上と
生徒一人一人の個性や習得スピードに合わせたレッスンの実現を目指しています。
初回レッスンの数ヶ月後にアンケートを実施し、頂いた内容をレッスンに反映致します。
また次のステージに進む前に必要に応じて家庭訪問をさせて頂く場合がございます。

●休会  

ご家庭の事情等でレッスンを 1 か月お休みしたい場合、お休みする月の前月の１５日まで事務局へご連絡をお願い致しま
す。休会月にレッスン料のご請求は致しません。 
ただし、連続して 2 か月を超える休会につきましては、講師変更の可能性がございます。ご了承ください。 
最大連続して半年間、休会する場合は退会とさせて頂きます。再度レッスン開始をご希望の場合は、入会金を再度お支払い頂
きます。 
レッスンが空いてしまうと、学習した内容を忘れてしまうので、継続することが大切です。

 ●退会  
退会のお申し出は事務局宛てに月末１５日までにお願い致します。お申し出があった月の翌月末で退会成立となります。
解約手数料などは一切発生しませんが、月途中の解約の場合、返金致しかねますのでご了承ください。

●更新  
退会のお申し出がない限り自動的に更新します。更新料は発生しません。 
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● お迎え・シッター時の家の鍵  
講師による鍵のお預かりはお断りしております。レッスン当日にお子様の鞄の中に鍵を入れておいてください。

● お迎え・シッター時に発生した料金の立て替え
お迎え場所からご自宅まで公共交通機関をご利用の際の講師の交通費や、シッター途中で発生しうるお買い物の費用があれ
ば、お子様の鞄の中に事前に入れておいてください。お釣りやレシートをレッスン終了後に講師よりお受け取りください。

● レッスン、お迎え・シッター中にお子様が怪我をしたり、具合が悪くなった場合の対応  
保護者様の指示に従い、お子様を病院やご家族の自宅に連れていく等の対応をいたします。
ご連絡がつかない場合には、事前にお伺いしている緊急連絡先やかかりつけの病院にご連絡させていただきま
す。いかなる場合も、お子様の安全を第一に考え行動いたします。 
  

● ご兄弟でお迎え・シッターのご利用を希望されると場合  
お迎え・シッターとレッスンは原則講師一人に対し、お子様一人の対応となります。ご兄弟別々でご利用になる
ことをお勧めいたします。お迎え・シッターご希望の場合、ご兄弟それぞれ一人8000円/年の傷害保険にご加入
いただきます。　　内容：死亡後遺障害 200万円・入院日額 2,000円・通院日額 1,000円

　　　　
＊お迎え・シッターをご希望の場合は別途資料をお渡し致します。

お迎え・シッターシステム
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Q. 講師は全員日本人ですか？ 
ほとんどの講師は日本人です。一部、日本語が流暢なハーフや外国人の講師も在籍しています。 

Q. 入会はいつでもできますか？ 
いつでもご入会いただけます。教材をご用意する期間として、ご入金後 1 週間～10 日ほど頂戴する場合がございま

す。予めご了承ください。 

Q. 子供は一度に何人まで教えてもらえますか？ 
基本的には、お子様と講師１対１でのサービスとなっております。ご兄弟がいらっしゃるご家庭向けに割引制度を

ご用意しております。詳しくはお問い合わせください。 

Q. 提示されているプラン以外はありますか？ 
週３回のコースや時間延長のオプションもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。 

よくある質問 
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　　　　Q. お迎え場所と自宅が離れているのですが？ 
基本的にお迎え場所と自宅は徒歩圏内でお願いしておりますが、公共交通機関での移動が必要な場合は別途、交通

費はご請求となります。なお、車での送迎はいたしておりません。 

　　　Q. 保護者は自宅にいないとダメですか？
基本的にはレッスン中にご在宅の必要はありません。ただし、小さい年齢のご兄弟がいる場合は、万が一のことも

あり、保護者の方のご在宅をお願いしております。

Q. 一括払いでの割引はありますか？ 
６ヶ月一括払い、１年一括払いの割引をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。 

Q. 退会の際はどうすればよいでしょうか？ 
退会のお申込みがあった翌月末で退会成立となります。解約手数料などは一切かかりません。 
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ホームリンガルでは様々な文化、環境の中で育ったバイリンガル先生がお子様に寄り添って

国際社会で生き抜くための英語力を身につける手助けをします！

 ホームリンガルのミッション  
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