
Quality English Instructors for Your School

Contact Information:

English language education isn’t just about 
speaking, reading and writing—it’s about 
construction; it’s about building the bridges of 
communication.

Indeed, the educators of today are the builders of 
tomorrow.  Using the English language as their 
construction material, they are the architects that 
draft the blueprints of e�ective language 
education.

Against the backdrop of this philosophy, ELT 
Source full-time instructors provide every one of 
our students with the building blocks of essential 
language skill, through comprehensive instruction 
both inside and outside the classroom. 

外国人英語教員を派遣します
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Building Bridges 橋を架けるために
英語教育とは、話す、読む、書くことにとどまらず、
コミュニケーションの架け橋を築くことでもあります。

今日の教師は明日をつくると言われています。その
明日をつくる手段として英語を用いながら効果的な
英語教育の設計図を作る、いわば建築家のような
役割を教師は担っています。

このような理念を背景に、ELT Sourceの専任講師は
教室内外において、生徒一人一人が基本的な言語ス
キルを積み上げていける教育を
おこなっております。



The ELT Source Difference ELT Sourceを選ぶ理由

Full-time teachers

常勤講師

ELT Source recognizes the advantage full-time instructors bring to any English program, thus, we place our instructors at 
your school �ve days a week from 8:30 to 5:00.  Full-time instructors allow us to provide our clients with a comprehensive 
program, which includes extensive testing methods, podcasting, small class sizes, and participation in extra-curricular 
activities—services that part-time instructors simply cannot provide.  Furthermore, with full-time teachers present, 
students can take advantage of continued access to our instructors even after their lesson and are able to further practice 
and improve their English skills outside of class time.

ELT Sourceはどのような英語教育プログラムにおきましても、お客さまにご対応することを重要視しております。講師は常勤で
勤務し、週５日間、8時30分から17時に従事いたします。非常勤講師の勤務体系では実施が困難であるより広範囲に渡る教育
プログラム、例えば、多様性に富んだ試験方法、ポッドキャスト（リスニング教材）の活用、少人数制授業、さらには課外活動へ
の参加など、より充実した教育プログラムの実施が可能になります。授業外においても、生徒はいつでも講師に接する機会を
得ることができ、質問をしたり、授業で学んだことを練習するなど、英語力向上に非常に役立たせることができます。

Testing

試験

ELT Source has a comprehensive examination program that tests all aspects of student progress, with interview tests and 
listening tests being administered by our teachers six times a year.  Unique to ELT Source, our interview tests provide a 
broad experience base for our students, as well as a better evaluation tool for our teachers; therefore, we are able to 
quickly focus on problem areas.  Furthermore, as university entrance exams now include an English listening portion, our 
curriculum also provides listening tests to further assist our students; and for extra practice, we also o�er our very own 
podcasts.  The result is that ELT Source students are better equipped to cope with exam pressures, as they would have 
already experienced our similar interview and listening tests throughout their high school careers.  But that’s not all, 
outside of curriculum testing our instructors are also able to assist students in eiken test practice.  Eiken practice with 
native English instructors helps students master the eiken’s interview portion well before taking the test.

ELT Sourceの独自プログラムでは、１年間を通じて６回の面接試験やリスニング試験などの多様性に富んだ試験を実施し、様
々な角度から生徒の学習成果を確認いたしております。これらの試験はELTSource独自のものであり、生徒にとって直接的か
つ実践的な英語を体験できる場にすることができます。また、講師はより詳細な評価を行うことができ、効率的に生徒の弱点を
把握して強化することができます。現在の大学入学試験にはリスニングセクションが盛り込まれていることもあり、リスニング
試験にも重点を置いているELT Sourceのカリキュラムは入試対策としても非常に効果的です。また、さらなるリスニング力補
強として、ELT Source独自に開発したポッドキャストを取り入れています。

このようにして日頃の学習から十分に本物の英語に触れ、本番に類似した面接試験やリスニング試験を繰り返して慣れること
によって、本番のプレッシャーにも負けないよう万全に備えることができます。また、英検対策などにおいてもおおいに役立っ
ております。試験前にネイティブ講師と練習を行うことによって、英検の面接試験を本番さながらに体験し、試験に臨むことが
できます。

Curriculum and support seven days a week
ELT Source has a re�ned and proven curriculum with over 10 years teaching experience at both junior and senior high 
schools.  ELT Source believes in constant communication with its client schools and holds weekly meetings with ELT 
Source management, instructors, and school sta� to ensure clear communication of goals and rapid response to any issue 
that may arise.  

ELT Sourceは10年以上に渡る中学校、高校での指導実績を誇る信頼性のある充実したカリキュラムを採用しています。学校
側とのしっかりとしたコミュニケーションが非常に重要であると考えております。ELT Sourceの貴校担当マネージャーと派遣講
師、貴校の職員を交えて、1週間に一度の定期会議を行うことで、授業の運営や目標を明確化し、迅速に問題にも対応できる体
制を整えています。

Criminal background checks

犯罪歴の確認

充実したカリキュラムと万全サポート

Student and school safety cannot be overestimated, and both are very important to ELT Source, our clients, and the 
parents of our students.  To address this concern, we require that all our instructors provide a criminal background check 
from their home countries.  ELT Source is the only ELT company in Aichi Prefecture to provide this service, and we are 
proud to do so.

生徒、学校の安全を第一に考え、ELT Sourceは愛知県下で唯一、講師採用時に母国における公式犯罪歴書類の提出を義務付
けております。そのため、安心と誇りを持って講師を派遣したします。

Experience 

経験

With over 10 years experience at two of the �nest private schools in Aichi at both the junior and senior high school level, 
we are able to provide unparalleled service to our clients and comprehensive support to our sta�.  We understand the 
needs of our clients and mould our program to �t their needs, so we can maximize student learning and instructor 
e�ectiveness in and out of the classroom.

ELT Sourceは愛知県にある素晴らしい私立中学校、高等学校２校において、10年以上に渡る指導実績を持ち、最良の教育と
幅広いサポートをご提供いたしております。学校側のニーズを明確に理解し、それに合わせてプログラムを作成いたします。
そのため、授業内、外において、生徒の学習効果を最大限に引き出します。

O�ces in Japan and Canada

日本オフィス・カナダオフィス

ELT Source is truly an international company with o�ces in Japan and Canada.  Our Canadian o�ce assists in our 
recruiting e�orts and helps with coordinating student exchange and study programs in Canada.   

グローバルに成長するELT Sourceは、日本とカナダにオフィスを持っております。カナダオフィスでは人事採用をサポートし、
また交換留学プログラムなどの手配、調整を行っています。

Extra-curricular activities

課外活動

Teaching on a full-time basis allows our teachers to participate in extra-curricular activities, such as school festivals, sports 
days, and school clubs, and even allows them to lead and organize their own English conversation club.  Their 
participation in club activities not only helps students by giving them a more informal atmosphere in which to practice 
their English; it also helps build strong relationships with both sta� and students, enhancing the school’s educational 
atmosphere in the process.

常勤講師は学校祭や、運動会、クラブ活動などの課外活動に参加することや、豊富なアイディアを活かして英会話クラブなどを
立ち上げ、率先して運営することもできます。これら活動を通して、生徒はよりリラックスした雰囲気の中で講師と英語を練習す
る機会を得ることができます。また、講師と生徒の間に確かな信頼関係を築くことによって、英語教育活動そのものにも影響を
与え、よりよい学校教育を提供することが可能となります。

Podcasting

ポッドキャスト

Listening skills are a key aspect of learning any language.  In realization of this, our instructors take the initiative to record 
their own podcasts throughout the year, posting them on the school’s website where they are easily downloaded in MP3 
format, which allows students to practice their listening skills anywhere and as often they like.  The podcasts are based on 
class lessons, previous tests, and extra-curricular listening activities.  

ELT Sourceは、どんな言語を学ぶ際にもリスニング力は非常に重要だと考え、年間を通して独自のポッドキャスト教材の録音に
力を注いでおります。制作した教材を学校のウェブサイト上で配信し、MP3フォーマットで簡単にダウンロードできるようにする
ことも可能です。生徒はいつでもどこでも好きなようにリスニング練習ができます。教材は、その時行われている授業や過去の試
験、さらには、日常生活に役立つ実用的な題材などを基に制作いたしますので、生徒には常に復習する機会が与えられます。
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