
プロスランゲージセンター

平日／13：00～21：00
第2・4土曜／13：00～18：00

お問合せ・無料体験のご予約はこちらから

06-6765-8806
営業
時間 住所：大阪市天王寺区小橋町13-5上本町財法ビル５Ｆ

ＨＰ http://www.gopros.net

ホームページ

MAIL info@gopros.net

成長には季節がある

●近鉄「大阪上本町駅」より千日前通りを東へ400ｍ
●各線「鶴橋駅」より千日前通りを西へ400ｍ

無料体験
レッスン
随時受付中

無料体験申込 資料請求申込

お問合せ
無料体験
ご予約

無料体験
レッスン

クラス
案　内 ご入学

ご入学までの流れ

幼児幼児 中学生中学生

大学生大学生

社会人社会人

小学生小学生
高校生高校生

各年齢に最適な指導を提供

成長し続けられる「プロスの木」

大きくなる木は
ゆっくり確実に成長していく。
　小さな種から芽が出て、
やがて大きな実を結ぶ。
　適切な時期に土を耕し、水を与え、
太陽の光を浴びながら
時には肥料を与え、
時には自分の力で成長する。
　急がず、慌てず、時間をかけて、
大切に見守りながら成長を支える。
　プロスランゲージセンターは
そんな学校でありたいと願っています。

Best
education
fit for
each age!

数学の塾をお探しの際はご相談ください

上本町の英語専門スクール

子どもから大人までの英語一貫教育

プロスランゲージセンター
英検・英検Jr.準会場▶▶▶詳しい内容は次ページをCheck！

プロスが幼児・小学生英語で大切にしてること
英語への抵抗感や苦手意識がなくなり、
モチベーションが続くレッスン！

正しいステップで英語を習得し、
将来につながる英語力を身につける！

小学生までに始めて、中学生までに
英検3級の取得を目指す！

2020年教育改革に関する
不安や悩みをすっきり解決！

創立
36年

無料体験
レッスン
随時受付中2020年

3月末まで

キャンペーン入学金
￥11,000￥0

上本町の英語専門スクール

オリジナルメソッド5歳で英文が読
める!

5歳で英文が読
める!

プロスフォニックス



2020年の教育改革って、
一体何だ？？？

小学校の英語教育 変わるポイントは３つ!

将来格段に伸びる 教室選びの５つのポイント!

文科省が推進する教育改革の狙い

幼少期から将来を見据えた学校選びが大切！

4技能　　　　　　　　　　＋　　　 を
小・中・高で総合的に育成する

中心の外国語に慣れ親しむ
時間がスタート

2024年から大学受験で

新たな英語試験を
実施予定

小学3年生から

現行  ０単位

年間３５単位

の４技能の授業がスタート

小学5年生から

現行  教科では無い

年間教科で７０単位

「聞く」
「話す」

「読む」
「書く」

「聞く」 「話す」 習得する語彙数の増加

小学生のうちに

現行  中学1年生
500語程度

小学校で
600～700語程度

① ③②

聞く 話す 読む 書く 発信力

2021年より中学校以上の

授業は全て英語で行う
ことを目指す

現行 3000語

4000～5000語

大学受験に必要な単語数は

（文部科学省HP http://www.shigaku.or.jp/news/topics_pdf/021_docu_01.pdf　参照）

将来につながるレッスン環境
言葉を習得するカギは継続できる学習環境で
す。幼少期のレッスンをベースに、中学生以降
のプログラムや、進捗状況を測るシステムが準
備されていることが大切です。

各年齢に最適な学習メニュー
言葉の習得には効率的なステップがあります。
最適な時期にネイティブと触れあい、フォニッ
クスを学び、検定試験を受検できることも大切
なポイントです。

4技能＋１をバランス良く学べるシステム
ネイティブとのレッスンで「聞く」「話す」力を
養い、適切なタイミングで「読む」「書く」力を伸
ばし、文法をバランスよく学べることが、将来
の発信力につながります。

楽しく学べることが全ての第一歩
ネイティブとの英会話も、フォニックスから始まる読解の学習も、楽しく学べることが
継続につながります。まずは子どもが楽しい！と思える教室を選びましょう。

多読・速読につながるフォニックス
フォニックスで「読む」力の基礎作りをしたう
えで、レッスンの中で多くの本を読んで読解力
を養う工夫があることが将来の英語力を左右
します。

自分の力で英語が読める
一生、役立つ英語力

当校オリジナルキャラクター
愉快なアルファベットの仲間たち

近年、注目されつつある
フォニックス（Phonics）とは？

一般的なフォニックスと 『プロスフォニックス』 はどう違うの？

フォニックスとは、英語圏の子どもたちに読み書きを教
えるために開発された指導法。英語の「スペリング（つづ
り）」と「発音」の間にある法則を学ぶことで、英語の正し
い読み方を習得することができます。

フォニックスを習っておけば
その他は心配ないの？

フォニックスは「読む」ための基本。無理なく自然に『読む
力』を伸すには、子どもたちが楽しくフォニックスを習得で
きることが大切です。当校では楽しく継続できる独自のメ
ソッドを開発。それが『プロスフォニックス』です。

単語の読み方が
分からない時

正しい発音を
先生が教える

フォニックスの
覚え方

スペリングと発音の
セットを自力で覚える

アルファベット
カードの特徴

アルファベットのみ

一般的なフォニックス

コミュニケーションクラス + リーディングクラス
セット受講で12,570円～14,400円

受講料
（教材費別）

小学生文法（セット受講のみ）
左記 + 6,230円～

受け身なので
定着しない

難しくて続かない
すぐ飽きる

覚えにくくて
楽しくない

課題／改善点

ジェスチャーを使って
自分で正しく発音できる

ジェスチャーを使って
自然と覚えられる

愉快なキャラクターの活用で
楽しく教材に親しめる

プロスフォニックス

セット受講で英語4技能をマスター!

年少から小学生までは英語を母国語に
近い形で習得するための「言葉の黄金
期」。9段階のレベル構成により、それぞ
れの時期に合った最適な学習環境を提
供します。ネイティブ講師による4技能
をバランスよく伸ばすレッスンによ
り、将来につながる英語力を培います。

コミュニケーションクラス

単語から文章、そして本がスラスラ
読めるようになるオリジナルメソッ
ド『プロスフォニックス』。読むこと
ができるようになったら、次は本の
内容理解や要約に挑戦し、将来必要
となる『読解力・速読の力』の基礎と
なる『読む力』を着実に伸ばします。

リーディングクラス

小学４年生まで慣れ親しんでき
た英語表現。５年生からは、学ん
だことを文法の引き出しに整理
していきます。中学の学習内容を
先取りすることで、中学生になっ
ても英語でつまずくことなく、得
意科目に、そして成績も上位に！

小学生文法  （小学5・6年生）

ネイティブ講師
（コミュニケーションクラス）

もちろん

なので、しっかり学べます

少人数制

対象：年少～小学6年生までプロスの子どもクラス
を伸ばす と聞く 話す コミュニケーションクラス
を伸ばす の読む 書く リーディングクラス

楽しい ・ 覚えやすい ・ 忘れない
当校オリジナルの『プロスフォニックス』は、魔法のメソッド！

plus! plus!

継続できる
環境が、
とっても大切！

Check
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プロスランゲージセンター
英検・英検Jr.準会場

新中学1年生の為の3月限定講座！ ネイティブ講師担当の

もうすぐ始まる中学英語に備えよう！

子どもから大人までの英語一貫教育

これからの英語教育に適応した

中学英語準備クラス リスニング・
スピーキングクラス

4技能アップ
プロスメソッド
テスト・受験・就職で英語が最強の武器になるオリジナルメソッド

英語が初めての人だけでなく、
○ 一応英語を習っていたけど
　　中学の授業についていけるかなぁ
○ 周りより先取りして
　　余裕のある中学ライフを送りたいなぁ
○ 英語の授業が難しくなると聞いて不安
　　　　　　と思っているあなたも大歓迎！

様々な試験に対応した実戦的な授業で、
4技能アップに不可欠な
『聞く力・話す力』
を着実に伸ばそう！

対　　象：新中学一年生
時間・回数：50分×8回（週2回）
受 講 料：14,500円

対　象：中1～高3　
※単独受講不可
詳しくは
次ページの
クラス案内を

内 

容
※ご希望の方は2月にネイティブ講師との会話クラス
　も受講して頂けます。詳しくはお問合せ下さい。

★フォニックスを使ったプロスメソッドで
　発音や単語の読み方をスピード習得！
★be動詞や一般動詞、文の構造などにおいての
　『日本語と英語の違い』を知り苦手回避！

上本町の
英語専門スクール

創立
36年

ネイティブ講師が担当Check！

2020年3月末まで
キャンペーン

入
会
金

￥11,000

無料体験レッスン
随時受付中

￥0



中学校の英語授業、いったいどう変わるの？

①授業は英語で行うことを基本とする。
中学・高校では、英語の「授業を英語で行うことを基本とする」
という方針で、「聞く」「話す」学習が大幅増。

②新聞記事を読んだり、テレビのニュースを見たりして、
　概要を伝えることができる。
授業時間数は現行と変わらないが、学習内容はレベルアップ。
習得語彙数の大幅な増加や、読解力、長文を要約する力が必須になる。

（文科省発表の「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」参照）

中高生の英語に関するお悩み
プロスが解決します！

プロス独自の『英語が得意になるノウハウ、プロスメソッド』

そんな方に
ぜひ知って欲しい！

長文読解（精読）
一文ずつ丁寧に

読んでいく

語彙習得（単語）
ごい

見るだけで何となく

文法
教科書で出てきた

単元ごとに勉強

一般的な勉強法カテゴリ

単語をつなげて
意味を取るため大きく
間違うことがある

発音やスペルが正確に
習得できないのですぐに
忘れてしまう

文法を体系的に理解できない

課題／改善点

『構文・イディオム（慣用句）・接続詞』を

駆使して正確に読める方法を習得する

レッスン毎に行うクイズで

『発音・綴り・意味』の3つを一致させる

体系立てて着実に積み上げ、
スパイラル方式で反復しながら
理解を深めていく

プロスメソッド

大意要約（速読）
時間をかけて

和訳した後に要約

速く読む力がつかない

全体の意味が分からない

洋書を使って多くの文章に触れる中で、
パラグラフリーディングを行い、
大意を把握する方法を習得する

英作文 形式にあてはめて練習
学校や大手塾では添削して

もらうことができない

短い文章から取り組み、添削と同時に

試験に役立つコツやポイントを丁寧に指導

リスニング
CDを聞いて

問題に答える

ワンパターンな練習しか出来
ないので、ポイントが分からず
なかなか身に付かない

ネイティブ講師のレッスンで自然と
リスニング力が鍛えられ、
様々な資格試験にそなえることができる

スピーキング 自分で練習
英語を話す機会が無いので、
ネイティブと話すことに
慣れない

ネイティブ講師のレッスンで自然と
スピーキング力が鍛えられ、
面接にも役立つスキルが身に付く

『受験対策（関関同立・阪大・神大等の国公立大学）』、
『資格試験対策』などの英語力アップにあと一押しが必要な方には
プライベートクラス受講をご案内しております。

高校からスタートされる方へ

将来の為に!

大学合格実績

大阪大学　　　　 神戸大学（医）　　 北海道大学
豊橋技科大学　　 電気通信大学　　 滋賀大学
東北大学（医）　　 上智大学（看護）　 広島市立大学
京都府立大学　　 大阪医科大学　　 徳島大学
関西医科大学　　 関西学院大学　　 関西大学
摂南大学（薬学）　 同志社大学　　　 大阪歯科大学
関西外国語大学　 大阪市立大学　　 京都女子大学
近畿大学　　　　 立命館大学

（2016～2018年度）小学生～高校生 （2018年度まで）

2019.12.20現在

受講
条件

英検合格実績

受験で苦労しなくて済むために
　　　    今から英語力を付けたい
高校・大学受験に英検の取得が必要
将来、海外留学を考えている

注目すべき大きな2つの変更点とそなえておきたい対策ポイント！

語彙 ： 現行1200語→1600～1800語に増加
文法 ： 高校の文法事項が追加
領域 ： 「話す」ことに「やり取り」と「発表」が追加
授業 ： 英語で行うことを基本とする
内容 ： 思考力・判断力・表現力等を重視

①高校1・2年生のみ
②基礎学力が身に付いている方
　（面談・診断テストあり）

英語を得意に!
英語４技能をバランス良く習得したい
他教科はできるが英語が足を引っ張っている
英語が好きだけど、得意と言えるほどではない
5教科大手塾に通っているが、英語をもっと伸ばしたい

グループクラス + リスニング・スピーキングクラス
セット受講で 23,930円（中学生）／33,360円（高校生）

プライベートクラス + リスニング・スピーキングクラス
セット受講で 27,080円～（中学生）／33,360円～（高校生）

セット受講で英語4技能+発信力をマスター

少人数制で生徒同士刺激し合いながら効率
よく伸ばせるクラスです。主な内容は語彙・
文法・英作・長文読解。週1回、日本語を使わ
ず読解・質疑応答する時間を設けて速読力も
アップ。中学生は基礎固めから開始。学校の
先取り授業を目指します。高校生は共通テス
ト対策を行いながら、国公立二次・私立対策
も行います。

グループ
定員7名、 日本人講師、 80分／週2回

入学時に面談と診断テストを行い、受講者の
学習レベルや希望に沿ったカリキュラムを
提供します。語彙・文法・英作・長文読解など
あらゆる面を強化しながら、学校の試験や将
来の受験・キャリアにつながる英語力を養
い、検定試験にも丁寧に対応します。授業に
加えて自習課題にも取り組むことで自主性
を養います。

プライベート
日本人講師、 50･80･110分／週1～2回

受講料（教材費別）
※グループ／プライベートの
　単独受講は可能です。
　リスニング・スピーキング
　クラスのみの受講は不可

これからの英語力向上には、4技能の習得が不可欠です。中でも「聞く力・話す力」は将来
の発信する力につながる大切なスキルでありながら簡単には伸ばせません。プロスの
「リスニング・スピーキングクラス」では、様々な試験に対応したネイティブ講師との実
践的な授業の中で、自分の考えを伝える力も着実に身に付けます。

リスニング・スピーキング   定員7名、ネイティブ講師、各25分／週1回

日本人講師とネイティブ講師で英語が着実に身に付く環境を実現！

プロスの中高生クラス

を伸ばす の聞く 話す リスニング・スピーキングクラス

Q & A

を伸ばす読む 書く グループ／プライベートクラスと

①英語で質疑応答する
　ことに慣れる
②日本語を介在させずに
　洋書を理解する力を養う

①語彙力アップのため
　努力を継続する
②文意を正確に理解する力と、
　長文を読んで大意を取る力
　を両方養う

これからの英語教育をわかりやすく解説！

セット受講 セット受講

準1級
２級
準２級
３級
４級
５級

3名
17名
36名
51名
58名
57名

78％
58％
61％
79％
88％
91％

合格者数 合格率

A : プロスメソッドで効率的
な学習が可能です。
また、レッスン以外にも「課題を
設定した自習時間」を設けてい
ますので、自主的に学習する習
慣が次第に身に付きます。

Q : 週1～2回で英語力は
　　身に付きますか？

A : 少人数制で、先生と生徒が
向き合える環境を創っていま
す。対話しやすい雰囲気ですの
で、安心して何でもご相談くだ
さい。

Q : 他塾では合わなかっ
　　たので不安です。

A :  英検準会場として、年１回
英検を実施。加えて年２回の
TOEIC Bridge模試で４技能の
実力アップを確認できます。

Q : 総合的な英語の実力
　　を知りたいです。

対
策
！

対
策
！

※一部の中学校では、自治体や学校ごとの
 　判断で先行実施が可能

2021年度より
中学校の『新学習指導要領』
実施がスタート

大学入試はどう変わる？

●大きな変更点は３つ。
・ リスニングテストの比重が2.5倍に！
・ 単語量が1.3倍で難易度アップ！
・ 英語長文化！問題は全て英語になり、
　読解力を問う問題が中心に。

①日常的に英語を聞いて話す環境を創る
②耳と目を駆使して
　語彙力を鍛える習慣を身に付ける
③早くから洋書や長文に親しみ、
　英語での質疑応答や要約に慣れる

2021年から導入される「大学入学共
通テスト」。民間試験の導入は見送ら
れましたが、これまでの「センター試
験」とは大きく変わります。

対
策
！

つづ
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