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報道関係者各位

ロンド・スポーツ、個別指導・自立学習型 子ども英語教室
『Lepton（レプトン）』を導入
～成増ロンドスイミングスクールにて 2018 年 9 月より開講～
健康と充実したライフスタイルを提供する株式会社ロンド・スポーツ（本社：東京都東村山市、代表
取締役社長：春名利昭）は、このたび、世界で通用する英語力を身につける「Lepton（レプトン）」を
成増ロンドスイミングスクールにて 2018 年 9 月より導入し、開講することとなりました。Lepton は、
幼児・小学生から「英語の４技能」をバランスよく学習し、
「TOEICⓇ Tests 600 点」レベルのコミュ
ニケーション英語力の習得を目指す「個別指導・自立学習型英語教室」です。
■Lepton（レプトン）の４つの特長
①「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」の 4 技能をバランスよく習得できる
ネイティブの音声を聞いて発音し、発音した単語をくり返し書いて覚
える。覚えた単語を使って英文を読み、読んだ内容を理解しているか、
英語で質問に答え確認する。このように「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」
を総合的に学習するため、TOEIC®・TOEFL®対策にも有効です。
②個別・自立学習だから、自分のペースで好きなだけ、がんばれる
60 分のレッスンの中で、一人ひとりが、自分に合ったペースで進めら
れます。わかれば学ぶことが楽しくなり、楽しめるから好きなだけ頑
張ることができます。
③個別・自立学習だから、いつでもどのレベルからでも、始められる
お子さまの習熟度に合わせたテキストで学ぶため、英語を初めて学ばれるお子さまを含め、どの英語
レベルのお子さまでも学習をスタートすることができます。また 81 冊のテキストにて、小学生のう
ちに、日常生活に必要な 7000 以上の英単語・会話表現を習得します。CD を活用し、ネイティブの正
しい発音を身につける一方、日本語で文法の学習も行います。
④TOEIC®につながる世界標準テスト「JET」による達成度評価
TOEIC®に直結した小中学生向けのコミュニケーション英語能力テスト「JET（Junior English Test:
ジェット）
」を使い、定期的に正確な達成度評価を行います。お子さまたちが着実に能力を高め、世界
で通じるコミュニケーション英語力を身につけるために、こうした世界標準のテストを指標としてい
ます。

■導入スケジュール
2018 年 8 月 Lepton 体験会開催
開 催 日 8 月 7 日(火)～10 日(金)、21 日(火)～24 日(金)
開催時間 16：35～ / 17：40～ / 18：50～
対

象

小学１年生～

※体験レッスンの詳細内容、ご予約は店舗まで直接お問い合わせください。

2018 年 9 月

通常レッスン開講

■教室概要
導 入 店 舗
名 称
開 講 曜 日

成増ロンドスイミングスクール(2 階多目的ルームにて)
ロンド・スポーツ Lepton 成増教室
火・水・木・金
① 16：35 ～ 17：35

開 講 時 間

② 17：40 ～ 18：40
③ 18：50 ～ 19：50

対 象

小学１年生～

定 員

各クラス 10 名

※スクールの詳細内容はホームページをご確認ください。
Lepton 公式サイト

https://www.lepton.co.jp

ロンド・スポーツ Lepton 成増教室

https://www.lepton.co.jp/class/506001

今回の発表に伴い、当社代表取締役社長 春名利昭は次のように述べています。
「このたび、当社の成増
ロンドスイミングスクールにて個別指導・自立学習型 子ども英語教室 Lepton を導入することができ、
大変嬉しく思っております。日本社会のグローバル化が進む中、小学校から英語の授業が導入されてお
り、
「英語(選択)入試」を導入する中学校が増加、さらには 2020 年度の大学入試から英語が『聞く』
『話
す』
『読む』
『書く』の 4 技能評価にかわるなど、現代のお子さまたちに求められている環境が大きく変
化しております。また、TOEICⓇスコアを重視した採用活動を進める企業も増加し続けております。そ
のような背景の中で、個別指導・自立学習スタイルの『Lepton』を導入することが、お子さまの豊かな
人間育成に繋がる取り組みになると確信しております。是非ご期待ください。
」

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ロンド・スポーツ

広報担当 (TEL)042-397-5378 (FAX)042-397-5278
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ロンドグループ
【フィットネスクラブ】
■ロンドフィットネスクラブ東村山
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-28-1

TEL 042-392-7811

■ロンドフィットネスクラブ東大和
〒207-0022 東京都東大和市桜ヶ丘 2-143

TEL 042-563-1760

■THE24GYM 昭島
〒196-0003 東京都昭島市松原町 1-6-14 2F

TEL 042-500-5252

■THE24GYM 久米川
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-28-5 2F

TEL 042-313-3666

【コンディショニングジム】
■クオリア富ヶ谷
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-35-20

TEL 03-6804-9551

【スイミングスクール】
■ロンドスイミングスクール東村山
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-28

TEL 042-394-3535

■ロンドスクールマックス上北台
〒207-0023 東京都東大和市上北台 1-3-4

TEL 042-565-6626

■成増ロンドスイミングスクール
〒179-0071 東京都練馬区旭町 3-31

TEL 03-3976-2401

【ホットスタジオ】
■ORANGE LOTUS 東大和
〒207-0022 東京都東大和市桜ヶ丘 2-143

TEL 042-563-1760

■ORANGE LOTUS 昭島
〒196-0003 東京都昭島市松原町 1-6-14 3F

TEL 042-500-5253

【指定管理施設】
■東大和市ロンドみんなの体育館（プール・野球場・テニスコート・市民広場）
〒207-0022 東京都東大和市桜が丘 2-167-13

TEL 042-566-3531

【テニス・ゴルフ】
■ロンドテニスドーム
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-28-1

TEL 042-397-7707

■ロンドゴルフプラザフォレスト
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-28-2

TEL 042-391-3955

【保育所（企業主導型保育事業）】
■ロンドなないろ保育園
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-30-25

TEL 042-306-4047

【コンパクト＆ラグジュアリーホテル】
■ファーストキャビン日本橋よこやま町
〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町 6-16

TEL 03-5652-4580

【リラクゼーションサロン】
■みんなのてもみ（全 11 店舗）
※本社所在地
〒101-0027 東京都千代田区神田平河町 1 第 3 東ビル 903 TEL 03-5833-7787
以上

