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ぎゅっとe とは

ぎゅっとeは「のんびり楽をして英語⼒が伸びる」ではなく、
徹底した集中学習で、⾶躍的に英語⼒を伸ばすことを開発
思想としたネットワーク型集中英語学習プログラムです。

コースは標準で８週間〜半期。その間は｢ぎゅっと」集中し
て学習を⾏ってください。凝縮された教材提供だけではな
く、集中して勉強するためのシステムも提供します。
そして、学習者に英語⼒の向上を実感させてください。
英語を「知っている」から「使える」になった時、英語⼒
の伸びを実感し、英語学習が楽しくなります。
そして、さらに学習を続けたいという意欲が⽣まれます。
ぎゅっとeはその好循環を⽣み出すブレークスルーなのです。

⼤学の英語教育は、週1コマ15週で22.5時間、絶対的な学
習時間が⾜りません。その学習時間を補完してくれるのが
ぎゅっとeです。標準コースではリスニング800問（テキス
ト4冊分）、リーディング40英⽂（テキスト3冊分）、⽂法
740問（テキスト3〜4冊分）の英語教材を学習者へ提供し
ます。

外国語は集中して学習しないと上達しません
⼀定期間わき⽬もふらず学習しないと、望むレベルに到達することはできないのです

集中することを学校でのクラブ活動に例えます。
1年⽣の初⼼者の状態でクラブ⼊り、⽉曜⽇から⾦曜⽇ま
で5⽇間。これを1年間練習を続けると、ある程度の実⼒
が付き、試合などにも出ることができるようになります。
同じ練習時間でも、1週間に1度だけ5年間続けても⼀定の
レベルを越えることはできません。英語学習も同じことが
⾔えます。ある期間集中して学習することで、⼀気に実⼒
が付きます。
中学・⾼校と6年間英語教育を受けても、実⼒が付かない
のは集中する学習時間が取れないからです。この6年間の
教材量を1年間で学習するのが、ぎゅっとeが提供する集
中学習であり、教材のコンセプトです。

ぎゅっとeの開発には、この教材を実際に使⽤している先
⽣⽅が参加し、そこでのアイデアが多数詰め込まれていま
す。学校の授業で使⽤できることを前提に、さまざまな機
能も網羅されています。今後も開発が計画されており、こ
れからも更に進化していくシステムです。
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ぎゅっとe 開発の流れ

IETWの研究から「ぎゅっとe」開発へ

2002年度︓ ⽂部科学省「特⾊ある⼤学教育⽀援プログラム」採択される
広島市産学官共同研究開発補助制度の補助受託を受ける

2001年度︓ 広島市⽴⼤学で、 IETW正規英語科⽬として採⽤

1998 〜 2000年度︓ 広島市⽴⼤学のIETW課外プログラムで使⽤

学校様へ販売が⾏えるように新たな教材開発と､管理機能を充実させた「ぎゅっとｅ」の開発に着⼿

2003年度︓ 他⼤学との共同研究開始 ⾃宅アクセス実験開始

2005年度︓ 「ぎゅっとｅ」 販売開始

ぎゅっとｅ前⾝のIETW受講による学習効果は、下記HPで確認できます。
広島市⽴⼤学⻘⽊教授のHPへ

http://aokin.lang.hiroshima-cu.ac.jp/index.html

広島市⽴⼤学のCALL教室で使⽤できる教材としてIETW(Intensive English Training on the Web)を
⻘⽊信之教授と渡辺智恵教授が発案。そして開発を始め実測データにより改良を⾏う。

2019年度までの累計学習者⼈数︓ 約37万⼈
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基礎レベル ： TOEIC350点未満対象 英検 3級対象

初級レベル ： TOEIC300 ～ 500点対象 英検 3級・準2級 対象

中級レベル ： TOEIC400 ～ 650点対象 英検 準2級・2級 対象

上級レベル ： TOEIC600 ～ 800点対象 英検 2級・準1級 対象

リメディアル / ＡＯ入試用

別
紙
説
明
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ぎゅっとeの特徴

徹底した集中学習

「ぎゅっとe」は、短期間で確実に英語⼒を伸ばしたい⼈のための eラーニング教材

「ぎゅっとｅ」はTOEICの点数を上げるためだけに考えられたプログラムではなく
英語の総合⼒を上げるために考えられたプログラムです

集中して学習することで、結果的にTOEICの点数や英語⼒も上がります

語学⼒は「のんびり楽をして」上達することはありません。ぎゅっとｅは英語⼒に質的変化を起こさせるほどの学習量を集中的かつ効果的にご
提供します。これは「本気で英語を何とかしたい」と考える⽅のためのプログラムです。

ぎゅっとeの教材は専⾨家による厳しい監修のもと、すべてオリジナルで膨⼤な量を作成しており、今後も開発は継続していきます。
問題には理解度を測るために、解いていく毎に学習の弱点が把握できるような仕組も組み込んでいます。

信頼と実績の学習システム

充実した教材内容

授業での活⽤が可能

ぎゅっとｅ開発プロジェクトは、広島市⽴⼤学の⻘⽊信之教授と渡辺智恵教授によるIETW(Intensive English Training on the Web)
プロジェクト の⻑年に渡る研究データと優れた学習効果を継承しています。（⽂部科学省による「特⾊ある⼤学教育⽀援プログラム」に採択）
より効果的な教材と学習システムの開発を実現するため、広島市産学官共同研究開発補助を受け2003年に始動しました。多くの⼤学で既に授業
の教材として採⽤されており、その信頼性の⾼い教材と学習システムをご利⽤いただけます。

ぎゅっとｅは、学校の授業で使⽤することを前提に考えられたシステムになっています。
学習状況や弱点などを客観的に⽰すのはもちろん、授業における学習の指針を与える資料となる学習カルテ、また不適切な学習を洗い出し学習
への取り組み⽅を指導することができる、あらゆる⾯でサポートできる構成になっています。
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⽂法項⽬別分析システム

⽂法項⽬別に弱点を洗い出し、その弱点を克服するシステムです

問題解答後、学習分析が⾃動で⾏われ、その分析結果から⽂法項⽬別に弱点部分がわかるシステムです。
学習者は、その学習分析から弱点部分を知ることができ、正解率の低かった⽂法項⽬に対して、集中的に再学習を⾏うことができます。

8週間の学習で23⽂法項⽬740問に解答していきます。
23⽂法項⽬の内訳は以下の通りです。
仮定法 / 完了形 / 関係詞 / 形容詞 / 助動詞 / 接続詞 / 態(能動態・受動態) / 代名詞 / 動名詞 / 否定 / 不定詞 / 分詞 / 名詞 / 動詞と⽂型 / 
動詞と時制 / ⽐較 / 疑問詞と疑問⽂ / 話法 / 名詞構⽂・無⽣物主語 / 強調・倒置・挿⼊・省略・同格 / 冠詞 / 副詞 /前置詞
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顔グラフ機能(進捗状況の確認)

⽬（学習の消化数）
学習の消化数を⽰しています。学習プラン通り、またはそれ以上の消化で最も良い⽬、学習プランに満たないと、だんだんと悪い⽬となります。
※ 学習プランとは、学習期間で全学習を消化する場合の、その時点で消化すべき学習の問題数のことです。

⼝（学習時間）
学習時間を⽰しています。平均値である、またはそれ以上の学習時間で最も良い⼝、平均値に満たないと、だんだんと悪い⼝となります。
※ 学習時間の平均値とは、学習に参加している⼈全員の学習時間の平均値です。

眉（学習適切度）
学習の適切度を⽰しています。不適切学習が全く無い場合は、最もよい眉、不適切学習が増えると、その分、だんだんと悪い眉となります。
※ 学習が不適切学習かどうかは、管理者があらかじめ決めた内容を基に決定されています。
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Ge LMS（管理システム）

学習者の状況を正確に把握し、細やかな指導・サポートができる学習管理システムです

GeLMS(Gyuto-e Lerning Management System)は、管理者が必要とするデータを記録し、その記録されたデータを⼀覧で
確認できる[学習カルテ]でご提供します。学習状況や弱点分析、不適切学習などを細かく正確に分析し、学習者へ適切な指
導やサポートをすることができるシステムです。また、現場の先⽣⽅のご意⾒を反映しながら開発向上を⽬指していますの
で、ご要望に合わせて柔軟なデータの処理も⾏っています。

学習管理ツール

学習設定︓ 各プログラムの合格点数、課題の再挑戦回数を設定します
復習設定︓ 復習機能に関する設定をします
⼀般設定︓ 学習期間設定やメニュータイトル、リンクなどの学習ページに関する⼀般的な設定をします
登録者情報読込︓ 受講者の情報を⼀括で読み込み、登録をします
登録者情報︓ 受講者の進捗状況の閲覧や追加登録、受講者へのメール送信等をします
コミュニティ︓ 管理者と受講者の間で質問などのメールのやりとりをします
ログイン状況︓ 受講者のログイン状況を確認します
学習履歴︓ 各プログラム別に、受講者の学習履歴を表⽰したりデータを⼀括ダウンロードします
教材確認︓ 指定した課題の内容を確認します

デジタルカルテ（学習カルテ）
消化率︓ 現時点の消化数に加え、1週間ごとの消化数、予想最終消化数の集計をします
ログイン状況︓ 受講者ごとの、ログイン回数や最終ログイン⽇など、ログインの状況を確認します
学習記録集計︓ 平均正解率、平均所要時間など学習に関する状況を確認します
課題分析︓ 課題ごとの平均正解率やリーディングの平均読み速度など、課題に関する分析をします
復習状況︓ 受講者ごとの、復習の状況を確認します
学習適切度判定︓ 不適切な学習が⾏われていないかチェックします
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クイズ機能

オンラインで学習者へ⼀⻫テストを実施

学習を⾏った範囲内から課題をピックアップし、オンラインで⼀⻫テストを⾏う「クイズ機能」が付属しています。クイズの解答データは通常の
学習同様に記録されます。
例えば、1週間でリスニング100問の学習ノルマを課し、その学習効果の確認テストとしてご活⽤いただけます。この機能により、コンスタント
な学習を施すことができ、学習期間終盤の駆け込み学習を防ぐ効果が期待できます。

学習した全ての課題からピックアップしてクイズ問題として登録できます。クイズ画⾯は学習画⾯とは切り離して集計しています。
クイズ機能は学習期間中は何度でも登録と配信が⾏えますので、例えば１週間毎にノルマを設定してクイズを⾏うことが可能です。

クイズの配信課題

シャッフル機能

プラクティスモード / テストモード

受講者毎に配信する課題をシャッフルすることができます。カンニング防⽌、また、解答の流出対策にもなります。

課題を解いた後に、解説を表⽰するプラクティスモードと、⼩テストとしてもご活⽤いただけるように、解説を表⽰しないテスト
モードが選択できます。
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ぎゅっとeへのアクセス

学内サーバの管理が不要であるASP配信を採⽤

ぎゅっとｅは、管理が⼤変なデータベースサーバーを学校内に設置せず、インターネット上へデータベースサーバーを置くASP(Application 
Service Provider)⽅式を採⽤しています。これは学校様のサーバ管理の負担を無くすことと、コストダウンとなるため採⽤しています。
学校内での学習と管理はもちろん、ASP⽅式を採⽤することにより⾃宅からも学習が⾏えます。また、学習履歴の共有も⾏えますので、管理者も
学外からアクセスをして管理することができます。

動作環境

コンテンツサーバ︓
インターネット回線の速度上の問題でトラフィックが⼼配な場合、学校内での⾳声・画像コンテンツの配信に関しては、学校内にWWWサーバーを⽤意していただく
という⽅式もとっています。⾃宅学習を⾏う場合の⾳声・画像コンテンツはインターネット上からの配信となります。

（OS・ブラウザーは最新版へアップロードしてください）

Windows 動作環境 Mac
Internet Explorer11以上
Firefox 最新版
Google Chrome 最新版
Edge

対応ブラウザ
Safari 最新版
Firefox 最新版
Google Chrome 最新版

インターネット接続ができ
れば、どのタイプでも対応
※サウンドが再⽣できるこ
とが必要

CPU・メモリ他
インターネット接続ができ
れば、どのタイプでも対応
※サウンドが再⽣できるこ
とが必要

ブロードバンド（ISDN・
ケーブル・ADSL・FTTH） インターネット回線 ブロードバンド（ISDN・

ケーブル・ADSL・FTTH）

解像度1024 x 768以上 ディスプレイ 解像度1024 x 768以上 コンテンツサーバ 学習者PC

管理者PC

ASPサーバ
※ 北⾠映電社内に常設

⾃宅PC

⾃宅PC

⾃宅PC

学習データ

⾳声・画像コンテンツ

学内 学外

学習データ
共有

※ ⼀⻫アクセスの⼈数によって学内に設置

インターネット
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ぎゅっとe 新教材の開発

ぎゅっとe英検準拠教材の特徴（開発中）

1. 英検５級、４級、３級、準２級、２級レベルに準拠
2. それぞれテスト５回分の教材量と、それらを活⽤したプラスαの教材
3. 読解問題として読んだものについて、内容語の⽳埋め問題や前置詞等を⽳埋め問題として深く学習可能
4. 読解問題や会話問題で学習した英⽂について、クローズや⾳読等でさらに深く学習可能
＊ライティング問題など、⼀部準拠していないものがあります

［５級］中学初級程度
筆記試験については、⽳埋め問題、会話表現の選択、並べ替え問題、リスニング問題については会話⽂での応答⽂選択や
全体内容聞き取りなどが中⼼

［４級］中学中級程度
筆記試験については、⽳埋め問題、会話表現の選択、並べ替え問題、読解問題など、リスニング問題については会話⽂での
応答⽂選択や全体内容聞き取り、またアナウンスの聞き取りなどが中⼼

［３級］中学卒業程度
筆記試験については、⽳埋め問題、会話表現の選択、読解問題など、リスニング問題については会話⽂での応答⽂選択や
全体内容聞き取り、またアナウンスの聞き取りなどが中⼼

［準２級］⾼校中級程度
筆記試験については、⽳埋め問題、会話表現の選択、読解問題、クローズ問題など、リスニング問題については会話⽂での
応答⽂選択や全体内容聞き取り、またアナウンスの聞き取りなどが中⼼

［２級］⾼校卒業程度
筆記試験については、⽳埋め問題、読解問題、クローズ問題など、リスニング問題については会話の全体内容聞き取り、
またアナウンスの聞き取りなどが中⼼

⼤学⽤リメディアル教材としても使⽤可能
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お問い合わせ

北⾠映電株式会社

住所︓ 広島市中区上幟町８－３９

TEL︓ 082-228-2783

FAX︓ 082-228-2979

メールアドレス︓ gyuto-e_info@hk-edn.com

教材に関するお問い合わせは、弊社の【ぎゅっとｅ担当者】までご連絡ください。


