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インターTOMAS 公式YouTubeチャンネル

動画でレッスンを体験できる！独自の学習メソッドを公開中。

〇東証一部[ サービス：4714 ]
●インターTOMASは進学個別指導塾TOMASを母体とする
　英語専門スクールです。



英語学習の本質が学べる、
完全1対1個別 指導

英語学習の本質は、「話す・聞く・読む・書く」

の４技能すべてをバランスよく学習すること

にあります。しかし、従来の英語学習は「話

す・聞く」なら英会話塾、「読む・書く」なら学

習塾と、どちらか一方を選ばなければいけま

せんでした。

進学個別指導塾TOMASから派生して誕生

したインターTOMASは、英会話と受験対策

のどちらにも精通。ネイティブやバイリンガル

の講師が、志望校から逆算した個人別カリ

キュラムをもとにマンツーマンで指導を行い

ます。独自メソッドによって４技能をまんべん

なく鍛えるので、資格・検定試験対策におい

ても確実な成果を出すことが可能です。イン

ターTOMASで、人生の財産となる本物の

英語力を身につけませんか。

Authentic
本物の英語力を
身につけませんか
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成果につながる
インターTOMASの3ポイント

カウンセリングによるゴール設定1
POINT

百人百様の個人別カリキュラム2
POINT

セミバイリンガル・メソッド3
POINT

インターTOMASは

進学塾と英会話が 融合した
英語専門スクール

進学個別指導塾
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カウンセリングによる
ゴール設定

1
POINT

「英語に触れる機会を少しでも増やしたい」

といった漠然とした目的ではなく、

入試や資格試験の対策、海外大学進学などの

明確なゴールを設定しましょう。

レッスンに通っていれば、いつかは話せるようになる。しかし
その「いつか」は、いつのことでしょうか？ 目標を定め、確実に
クリアしていかなければ、成果は望めません。インター
TOMASでは個別のカウンセリングを通じて、目標を設定する
ことから始めます。

あなたが 叶えたい目標を
教えてください 。

フォニックス完成 英会話対策

海外生活・留学準備

定期試験対策

資格試験対策
（英検・TOEIC・TEAPなど）

入試対策
（中学・高校・大学）

Goal  Se�ing
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英会話を楽しむだけの場当たり的なレッスンでは成果が見え
にくく、一向に実力はつきません。インターTOMASは目標から
逆算した個人別カリキュラムによって「いつまでに、何をすべきか」
を明示し、学習状況の進捗を管理。とことん成果にこだわります。

あなただけのカリキュラムが
確 実 な 成 果 へ 導きます。

Individual
c�iculum

百人百様の
個人別カリキュラム

2
POINT

目標はもちろん、上達のスピードも得意不得意も

人それぞれ。しかし多くの英会話スクールは画一的な

カリキュラムを当てはめるだけ。インターTOMASは

一人ひとりにオリジナルのカリキュラムを作成します。

それぞれの学年やステージに応じて
柔軟なレッスン受講が可能です。

1st
month

6
months

1st
year

英会話対策

定期試験対策

資格試験対策

入試対策
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セミバイリンガル・
メソッド

3
POINT

セミバイリンガル・メソッドは、

「聞く」「話す」「読む」「書く」の

4技能を伸ばすための

インターTOMAS独自メソッドです。

独自の

セミバイリンガル・
メソッド

イン
ターTOMASLi

ste

nin
g Speaking

Reading Wr
iti

ng
加圧式音読
トレーニング

マイストーリー・
トレーニング

スラッシュ・
リーディング

オートマティック・
ライティング

日本人が英語を使えるようになるには、情報を適切に、すば
やく処理して出力する能力が必要です。インターTOMASは
この点に着目した独自の学習メソッドを実践することで、“本当
に使える英語力”を養成します。

ゼロからのスタートでも
英語を使いこなせるようになるために。

Original

Method

次のページでメソッドの内容をより詳しく解説しています。

PR

AW

M
S

SR
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AW

日本語と同様に、英語にもメールや作文などの自由度の
高いものから、エッセイや論文に至るまで、それぞれの
文章パターンがあります。各パターンに沿って情報を
落とし込んでいくことで、機械的にライティングの力が
身についていきます。

オートマティック・ライティング

英文パターンを習得すれば
スラスラ書ける！

SR

スラッシュ・リーディングでは、意味のまとまりで文章を
とらえ、前から訳していく技能を身につけます。英語を
頭から読んでいく（＝日本語に翻訳せず、英語の語順の
まま読んでいく）ことで、効率よく読解できるようになり
ます。

スラッシュ・リーディング

ネイティブの感覚で
読めるように！

M
S

マイストーリー・トレーニング

担当講師と話したい内容をもとにスクリプトをつくり、
繰り返し練習します。授業を重ねるごとに表現のレパー
トリーが増え、話す力が身につきます。また、自分の考えを
英語で伝えられるという成功体験を積み重ねることで、
英語学習のモチベーションが高まります。

英語の表現力が身につく！

PR

レベルに応じた教材を聞き、徹底的に音読をするトレー
ニングです。負荷をかけた音読演習により、「聞く力」
「読む力」を高め、発話する量と質の両方を追求します。
最初は速くて聞き取れなかった英語が、短期間のトレー
ニングでゆっくりと聞こえるようになります。

繰り返し受講して
英語力の基礎固めを！

加圧式音読トレーニング

セミバイリンガル・メソッド
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入会までの流れ

面談とレベルチェックを兼ねた体験レッスンを無料で
行います。その結果をもとに、最適な学習プランを
ご提案します。

面談・無料体験レッスン
STEP 2

ご契約内容を確認のうえ、入会手続きを行います。
入会後はすぐにレッスンを受講できます。

ご契約の手続き

STEP 3

STEP 1

お問い合わせ
お近くのスクールへお電話、
またはWEBよりお問い合わせください。
QRコードからもお申し込みできます。

詳しくは

スクール一覧

受講システム
英語学習は始めやすく、続けやすい環境が
あることが肝心です。インターTOMASは

受講しやすいシステムを完備し、
効率のよい学習をサポートします。

一人ひとりの目的やライフスタイルに応じて、
プライベートレッスンやグループレッスンを

組み合わせた最適な受講プログラムをご提案。
無理なく、着実にステップアップできます。

前日午後7時までのご連絡で、
同月内にレッスンを補填することが可能。
また、年度内で5回まで当日欠席の
補填レッスンを受けられます。

インターTOMASの授業料は月謝制です。
入会初月度は日割り計算も可能なので、
いつからでも無駄なくスタートできます。

インターTOMASの

充実した補填制度

安心の料金体系

オーダーメイドの受講プログラム

池袋スクール
TEL：03 - 3981- 3769

市ヶ谷スクール
TEL：03 - 5215 - 3769

大崎スクール
TEL：03 - 6421- 7636

横浜スクール
TEL：045 - 317 - 3769

桜新町スクール
TEL：03 - 5799 - 7743

田町スクール
TEL：03 - 6435 - 2653

自由が丘スクール
TEL：03 - 5726 - 8182

荻窪スクール
TEL：03 - 5347 - 3759

国立スクール
TEL：042 - 580 -1369

渋谷スクール（目黒スクール管轄）
TEL：03 - 3492 - 3759

目黒スクール
TEL：03 - 3492 - 3759
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