ゼロから楽しく始める「たしかな習熟法」

1日2時間
中国語知識ゼロからのスタート

最後のCD-ROM版
Windows獏XP版CD-ROM

か月講座
6
TLTソフト
中国語
米国特許No.5888071号 国内特許 No.3820421号

従来価格 64,000円/税込 在庫一掃特別価格

19,500円（税込)

特別枠370名様限定

「3級合格保証付きのTLTソフト」と全く同一のものです。

売り尽くし

いま、E-LEARNING仕様に切り替えを進めているため。

「在宅会員」370名さまを特別枠でご提供・定員になり次第 締め切り
とにかく2か月勉強してみてください。中国が一気に身近になります。
中国語の習得は、思いもかけない人生の転機になるかもしれません。
大企業から個人会社まで、中国関連ビジネスが空前の拡大をしています。
もちろん就職にも、中国語能力は大きく注目されています。
「中国語をなんとか身につけたいが、どうすれば、聴いたり、話したり、読んだり、書いたり
できるようになるのだろうか。
」
日本人はさいわい、かなりの漢字に親しんでいます。TLTソフトなら少し勉強しただけで
「なるほど、なるほど」と中国語への不安は消え去り、ドンドン面白くなっていきます。
中国語で「汽車」は日本語の「自動車」
、
「火車」なら日本では「汽車」というように、日本
語との関連があり興味は尽きません。言語はなんと言っても「単語」や「きまり文句」をしっ
かり身につけてしまうことがイチバンです。

TLTソフトは、
初めて学ぶ人が「本格的な中国語」を身につけられるように構成してあります。
基礎的な文の構造から順に、日常頻繁に使われる会話文や定型的な文章が1日1日しっかり
身についていくのを実感しながら、6か月後には「ビジネスで使える中国語」に高めていきま
す。
1日1〜2時間の勉強を重ねることによって、わずかな期間で日常会話の知識はもちろん、中
国語の新聞やテレビニュースを理解できる程度の能力が身についてしまいます。北京や上海空
港に降り立ったとき通訳無しで行動できる自分に気づくでしょう。
中国語に能力検定があります。このTLTソフトを完全習熟したときには、中国語3級の検定
試験に合格できる実力がつく内容で構成されています。
3級はTOEIC TESTのスコア700以上に相当し、中国ビジネスに参加できるレベルです。

勉強の仕方はカンタンです。
パソコンで勉強します。ソフトはWindows XPにのみ対応です。ご注意ください。
「在宅会員」に申し込まれると「中国語講座」のCD-ROMをお届けします。インス
トールして、勉強を始めてください。
まず、中国語とは何かを知る「特別入門編レッスン1〜6」までを習熟します。1レッスン当
り3時間ほど。最初は頑張って1日2時間、10日間で終了してください。そして重要な単語
500とその使用例文を50個ずつ頭に刷り込んでいきます。
1日20単語を目安に、よく使う例文も習熟します。中国漢字から日本語の意味に、音声を聴
いて日本語の意味に。30日間で前期講座は完了。ここまでで、かなり中国語がわかるように
なった実感がします。ここで前半2か月の学習は終了します。

「中国語3級」合格への6か月講座・学習計画
入門編（総項目数=19 標準時間=19時間）
受付次第お届け
第 1 課 中国語の特徴1 母音について
4項目 3.5時間
第 2 課 中国語の特徴2 子音について
3項目 3時間
第 3 課 中国語の特徴3 アクセント
3項目 3時間
第 4 課 中国語はどういう言語か
3項目 3時間
第 5 課 数の読み方や数え方
3項目 3時間
第 6 課 昨日、今日、など日・時・月・年
3項目 3時間
作文
0.5時間
第2回 単語（総語数=500 Level A 単語・例文 標準時間=65時間）
実践編 1
2月上旬お届け
第3回 単語（総語数=500 Level B 単語・例文 標準時間=68時間）
第4回（総項目数=13 標準時間=13.5時間）
第 7 課 不定の数やものをさすことば
3項目 3時間
第 8 課 人称代詞と名詞句
4項目 3.5時間

後半、第２ステージとして実践講座に入ります。全部で38レッスンに区分して勉強します。
1レッスンあたり3時間から4時間かかります。
150時間予定していればいいと思います。毎日2時間勉強すれば3か月で十分終了できます。
学習は文法や構文を中心にした内容になりますが、そのレッスンで使用する全単語を毎回平
均30個くらいを完全に頭にすり込んでしまうまで演習しますから、各レッスンで出現する単
語だけでも1000単語以上になります。
次いで、それらの単語を使った文章で文法項目別に構文を暗記するほどに習熟していきます。
各文章とも日本語から中国語に、中国語から日本語に即読めるように、なんどもなんどもト
レーニングします。
さらに各学習の回ごとに作文演習としてピンイン演習もします。
ピンインとは、中国語をワープロで入力するときローマ字入力のようにローマ字を発音記号
のように使って、その音声を入力していく方法です。
「本格的な中国語学習」には、このピンインを身につける学習が不可欠です。

単語や文章はすべて音声リード。聴く耳と話す能力が同時につく学習法。
すぐ始めれば、中国語が初めての人でも、
1年後には中国語の「 通 」になっているかもしれません。
TLTソフトのことはすでにご存知と思いますが、勉強をしたところは二度と忘れることはな
いと思うほど習熟機能が働いて、頭にすり込んでしまう「いわばコンピュータつきバッティン
グマシーン」としての習熟システムです。各レッスンとも完全習得すると合格表示が出ます。
合格表示は完全習熟の証です。もし時間が経って忘れてしまったとしても、あなたの勉強し
たニガテな単語や項目のみを集中的にいつでも復習ができるようなシステムになっています。
あなた専用に作り上げられたこのシステムは、あなたの大切な「生涯の友」になります。
学習には必ずパソコンをご用意ください。
学習はパソコンの画面上で行います。教材はCD-ROMに収められています。お届けしたCD-ROMをインス
トールをして始めてください。ローマ字入力で自動的に変換されます。パソコンに慣れていない人も１時間
程度で超速の学習ができるようになります。OSはWindows XPのみ対応ですからご注意ください。

1．TLTソフトとは
学習とは「学んだこと」を練習によって「習得、身に付けてしまうこと」です。
TLTは、Testing、Learning、Trainingの頭文字をとったものです。それは学習者個別の「最適習熟」を可能にす
るために開発され、コンピュータによる学習システムとして日米両国の特許を取得し、
「商標登録」としたものです。
Testingで、習得済みか未習熟かを全事項、全問題について選り分け、未習熟と判定された事項や問題についてのみ
Learningで習得し、100％即正答できるようになるまで、さまざまな方法でTrainingして、完全習熟を実現します。

総学習時間は標準で330時間、速い人で250時間、遅い人でも400時間程度で、3級合格点ビジネス参加レベルに達する習熟学習ができます。

第 9 課 判断文(1)
第10課 判断文(2)
作文
第5回（総項目数=16 標準時間=19時間）
第11課 形容詞を中心とする文
第12課 所有・存在を表す文(1)
第13課 所有・存在を表す文(2)
第14課 存在を表す文
第15課 動詞を述語とする文(1)
第16課 動詞を述語とする文(2)
作文
第6回（総項目数=12 標準時間=18時間）
第17課 あいさつ
第18課 助詞 了 の用法

3項目
3項目

3時間
3時間
1時間

3項目
2項目
2項目
3項目
3項目
3項目

3時間
3時間
3時間
3時間
3時間
3時間
1時間

3項目
3項目

3時間
3時間

第19課 助詞
の用法
第20課 助詞 着 の用法
※会話表現
作文
第7回（総項目数=14 標準時間=16時間）
第21課 介詞(1)
第22課 介詞(2)
第23課 文章の書き方/電話の会話
第24課 助詞 的 地 の用法
第25課 動作の数量
作文
実践編 2
第8回（総項目数=13 標準時間=32時間）
第26課 疑問詞の用法

3項目
3項目

3時間
3時間
5時間
1時間

3項目
3項目
2項目
3項目
3項目

3時間
3時間
3時間
3時間
3時間
1時間
2月上旬お届け

3項目

3時間

第27課 動詞客語文 動詞・形容詞の重ね型 4項目
第28課 方向を示す複合動詞
4項目
第29課 結果を示す複合動詞
2項目
※練習問題
作文
第9回（総項目数=16 標準時間=16.5時間）
第30課 助動詞(1)
3項目
第31課 助動詞(2)
3項目
第32課 複合動詞の可能/不可能形
3項目
第33課 連動文
4項目
第34課 兼語文
3項目
作文
第10回（総項目数=15 標準時間=16.5時間）
第35課 使役・受身
3項目

3.5時間
3.5時間
3時間
18時間
1時間
3時間
3時間
3時間
3.5時間
3時間
1時間

第36課 補語文
4項目 3.5時間
第37課 比較(1)
3項目 3時間
第38課 比較(2)
2項目 3時間
第39課 副詞
3項目 3時間
作文
1時間
第11回（総項目数=17 標準時間=47時間）
第40課 接続詞(1)
3項目 3時間
第41課 接続詞(2)
3項目 3時間
第42課 強調・反語
5項目 4時間
第43課 二重否定・疑問代詞の呼応表現
2項目 3時間
第44課 手紙の書き方
4項目 4時間
※練習問題
30時間
実践編総復習 後で何度でも復習できる便利なツールです。

3時間

※下記の講座はWindows XP/Vista/7 に対応しています。
獏

2010

司法書士

最速150時間完成
230名様限定募集！

完全e-Learning化記念・フルセット特別価格 77,800円/税込
対象・ほとんど司法書士知識を履修されている方
下記の費用でコース別購入もできます。

15,300問総問演習TLTソフト→合格の知識は万全・33,000円
難問答練10回→2月より毎週1回、ネットで実施 ・19,800円
書式添削10回→ 不登法5回、商登法5回4月開始 ・35,000円
科目別確認テスト各5回→各科目20問ネットで実施・12,000円
総合模試5回→「午前の部」
「午後の部」ネットで実施・25,000円
e-Learningでの学習は 従来の合格保証版よりシステム、機
能、学習内容、各テスト、スケジュールとも圧倒的に向上
しています。
※2011年度受験用・基礎からの在宅e-Learning 講座も
開講しています。セット価格144,000円/税込

2010

社労士

資格取得を確実にするための３段階の合格対策
第1段階
第2段階
第3段階

基礎習得コース・264時間・期間4ヶ月間
実戦合格コース・312時間・期間4ヶ月間
★科目別・合格点到達度・確認テスト、
★本試験合格点到達度・確認模擬テスト

第1段階から着実に最終段階まで学習を終了された方は、ゆ
うに合格点は超えられると確信しています。
どうぞこの機会にTLTソフトの会員になられて、価値あ
る国家資格の合格を勝ち取ってください。

フルセット特別価格・58,000円

獏

TOEIC TEST 対策750
27,000人を超える会員実績をもつTLTソフト
とにかく、パソコンの情報処理能力をフルに活用した
「日米特許」を取得しているTLTソフトの「学習者個別の学
習最適化機能」と「速習機能」の威力で、一気にスコア
『800』を突破してください。短期間にスコア800をゆう
に突破できる内容と習熟システムとなっています。きたる
べきTOEIC TESTの受験でしっかり800点をクリアして
ください。1日の学習量はたったの2時間程度、6〜10か
月での完成です。
e-Learning会員価格 28,500円/税込

コース別購入もできます。

従来版 CD-ROM会員（CD-ROM7枚/19コース）価格 63,000円/税込

基礎習得コース 29,800 円 実戦合格コース 41,200円
［4月からの確認テスト一式 12,000円 ］すべて税込み

中学2年生から学べるe-Learning TOEIC対策・
入門基礎コース（スコア500突破用）会員価格 19,500円/税込

定員になり次第 締め切ります

必ずアドレス欄から，全URLを 省略しないで 入力してください。

FAX送信時のご注意
FAXご利用の場合は、下記の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、お手数ですが、必ず拡大コピーをして、
お送りください。新聞広告の用紙でFAXされると真っ黒になって読みとれませんのでご注意ください。

TLTソフト「在宅会員」申込書

標準576時間完成
350名様限定募集！

N1.16

www.newton-jp.com/ch/

中国語検定3級のお申込み
FAX→03-3348-6073
受付時間 9 時〜19時（月〜土）インターネットは24時間受付

ご住所

代理店:KJライセンスネット

全国250の拠点代理店でも入会受付をしています。

ご希望
ソフト

対象・行政書士知識ゼロから資格取得を目指す方
下記の費用でコース別購入もできます。

基礎からの全科目TLTソフト→合格への知識は万全・47,250円
科目別確認テスト各5回→各科目20問ネットで実施・18,900円
科目ごとに戦略をしっかり組める「画期的な合格度・確認テスト」

総合模試5回→ネットで実施、点数で合格確率を確認 ・21,000円
■ e-Learningでの学習は 従来の合格保証版よりシステム、
機能、学習内容、各テスト、スケジュールとも圧倒的に向
上しています。
合格条件を満たせば人数に制限なく合格できる試験です。ほんとうにやる
気があるなら、ほぼ計画通り合格を実現できる試験です。ニュートンのTL
Tソフトは、規定どおりに学習すれば本試験で80％程度の正答率を実現でき
るようにつくられています。

お申し込みは、インターネット、携帯インターネット、FAX及び電話でお申込みください。
「中国語TLT：入門編」のCD-ROMと使い方の説明書等を、宅配便でお届けします。司法書士等他の科目は
ID・パスワード等説明書一式を宅配便でお届けします。すぐ学習に入れます。

お支払いは、現金またはカードでの「代引き」です

クーリングオフ ソフトをお受取り後10日以内であれば、第1枚目のソフトを開封使用済みでも解約ができます。お支払い
になった代金の返金は、お申し出になりソフト返却確認後2週間程度です。その場合、ソフト等の返却宅配便代金（1,000円
程度）はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。

電
話
ご希望のセットや科目名をご記入ください。

個人情報保護法により申込者より得られた情報は弊社とのご連絡、新商品のご案内等に使用し他の用途に利用しません。

完全e-Learning化記念・フルセット特別価格 63,000円/税込

QRコード

フリガナ

お名前

行政書士

標準420時間完成
500名様限定募集！

CD-ROMをお届けした際、宅配便会社の配達員に現金またはカードでお支払いください。
この他一切費用はかかりません。
カードでの代引きは自由に分割支払いを設定できます。分割回数は配達員にご相談ください。

電話受付は→0120-21-6071

〒

2010

株式会社ニュートン 〒163-0207 東京都渋谷区代々木 2-1-1 新宿マインズタワー20Ｆ

QRコードの使い方 左のQRコード図版を読みとれる携帯電話のカメラで写しますと自動的に申込口の「URL」
があなたの携帯電話に表示されます。その「URL」をクリックして申込画面に必要事項を入力してください。

