
①KDDIがコロナ休校で学習困難となった高校生1万人の英語学習を支援！イーオン英会話レッスンを4カ月間無償提供
　KDDIは、新型コロナウイルス感染症防止のための休校措置などにより、学習が困難になった高校生の教育環境を支援するた
め、イーオンの英会話レッスンを、1万人を対象に無償で提供しています。（※募集期間は終了しました。）
　また、新型コロナウイルス感染症の影響のための休校や新学習指導要領で英語学習が変化する小学生を対象に、KDDIの特設
ページ限定でこども英会話専門校「アミティー」、mpi松香フォニックスの英会話動画コンテンツを2020年8月から９月の間、1ヶ月間
の無償配信も実施しました。

②チャンス・フォー・チルドレンの取り組みにイーオンも協力しています！
　公益財団法人チャンス・フォー・チルドレン（以下CFC）は、家庭の経済格差による子どもの教育格差を解消し、貧困の世代間連
鎖を断ち切ることを目的とした団体です。経済的な困難を抱える子どもたちに学習塾や習い事、体験活動等で利用できる「スタディ
クーポン」を提供し、すべての子どもが自由に学べる環境づくりをしています。
　イーオンはCFCのこの理念に賛同し、2011年の東日本大震災以来、支援企業として英会話学習希望者を受け入れています。ま
た、東京都在中の中3生を対象とした「新型コロナ緊急支援スタディクーポン」にも支援企業として英語学習を提供しています。
　こうした取り組みは、全国の各自治体にも広がってきており、東京都渋谷区（登録済み）、千葉県千葉市（登録済み）、大阪府大
阪市（申請準備中）、沖縄県那覇市（登録済み）などでの支援も協力も進めています。
　イーオンではこれからも、英語教育を通して社会課題の解決に取り組んでいきます。

イーオンにできること！ 子どもたちへ学習機会を提供！

イーオンのSNSが今、大人気！

　愛媛県の公立中学校において、イーオンの教師が生徒向けのオンライン英語レッスンを実施しています。公立中学校でのイーオ
ン教師による生徒へのオンライン英語レッスン提供は、イーオン初の取り組みとなります。
　これまでにも過去3年に渡り、愛媛県の公立中学校英語教員を対象に「英語力向上講座」を実施しておりましたが、今年度より公
立中学校の生徒へ向けたレッスン提供を開始しました。
　本オンライン英語学習は愛媛県が英語教育の充実化の一環として取り組むものです。イーオン法人事業本部学校教育課の教
師がレッスンを担当し、愛媛県内の中学校51校に在籍する中学生のうち令和2年度中に英検3級を受験予定の生徒約1,000人
（想定）の英語力向上をサポートします。

イーオン初の取り組み！ 
イーオン教師が公立中学校で生徒へのオンライン英語レッスンを提供！

　イーオンの公式SNSを知っていますか？ 全国のイーオン教師が登場したり、世界のレシピ動画もご覧いただけます！ 保護者様にも
楽しんで頂ける内容となっていますので、ぜひフォローしてくださいね♪

Instagram YouTube

Twitter

Facebook

▼  @aeonenglish を
　 フォロー♪

▼ 「英会話イーオン」を
　  チャンネル登録！

▼ @aeon_tweet でフォロー♪　

▼ 「英会話イーオン」をいいね！

世界のレシピ動画は
とっても簡単♪
お子様と一緒にぜひ
作ってみてくださいね♪

全国のイーオン教師が登場します！
みなさんの学校の先生は
出ているかな？
チェックしてみてくださいね♪

SNSで使える表現がたくさん！
早速使ってみましょう！

イーオンの
最新情報は
Twitterや

Facebookでも
掲載しています♪
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私は京都で生まれ育ちました。9歳からラグビーを始め、高校、大

学と一心に取り組み、2008年の23歳の時に日本代表に初選出

され、2011年、2015年、2019年度の3回、ラグビーワールドカッ

プ日本代表としてプレーをしました。2013年には、南半球3カ国の

プロチームが競う世界最高峰のスーパーラグビーに所属する、

ニュージーランドのハイランダーズへ入団しました。

このニュージーランドでの経験から、もっと小さい時から英語の

勉強をしていれば良かったと本当に後悔しています。もし英語を

しっかり話すことができていれば、もっとチームメイトやコーチ陣、

ファンの方々とコミュニケーションが取れて、より良い海外生活が

送れていたのではないかと思います。

今は日本でも色々なスポーツで外国人の選手やコーチなどが多

く所属しています。英語を話せることで自分達がやりたいことの理

解度やお互いに考えていることがクリアになり、チーム力も上がる

と思います。そしてなにより、英語が話せればスポーツに限らず、国

内はもちろん海外での活動においても、色々な場面で人生の選

択肢が劇的に広がると思います。

私は日本の子どもたちへの教育の特性として、和を重んじる傾

向があると感じています。和を重んじることは素晴らしいことです

が、その結果、海外の子どもたちと比較して、積極的にアピールを

したり、発言することに抵抗がある子どもたちが多いと感じています。

分からないことがあれば率直に『分からない』と伝える、自分の考

えを相手にしっかり伝える。それができないと、お互いに勘違いが

生まれてしまうこともあります。スポーツにおいても少しの勘違いか

ら大きなミスにつながることを様々な場面で感じてきました。

ぜひイーオンキッズの皆さんには恥ずかしがらず、しっかりアピー

ルすることや英語を学んで世界で活躍できるグローバルな大人に

なってほしいです。そして、常に笑顔で何をするにも楽しむことを忘

れなければ、皆さんの人生は幸せになり、人生が大きく変わると思

います。
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ラグビーを通じて学んだ
世界中の人との関わり方

©Canon Eagles

田中 史朗
た   なか ふみ  あき

1985年生まれ。京都府出身。キヤノンイーグルス所属。ラグビー界のパイオニアとして
2013年にはハイランダーズ（NZ）と契約して、日本人初のスーパーラグビープレイヤーに。
日本代表には2008年に初選出され、2011年、2015年、2019年のワールドカップに３大
会連続で出場。2015年大会は全４試合に先発出場し、歴史的勝利を挙げた南アフリカ戦
ではマン・オブ・ザ・マッチに選ばれるなど大活躍。
日本初開催となる2019年のワールドカップでも全５試合に出場し、史上初のベスト８進出
にも大きく貢献。

プロラグビー選手



英語が大好き！ どんどん伸びるよ 英語力

今回のテーマは
「英語を使って活躍する夢を持つお子様特集！」
将来夢を叶える為に英語を学んでいる、
生徒様の声をご紹介します。

将来何になりたいの？と聞くと戦隊ヒーローの名前が出てくる息子
は、今年から幼稚園に入ったばかりです。具体的な夢を持つのはまだま
だこれからですが…お姉ちゃんと一緒にイーオンキッズの体験レッスンを
受け、当時3歳ながら楽しい！やりたい！と言ってくれた時はとても嬉しく思
いました。
レッスン中は教室の外に声が響き渡って聞こえるほど、毎週のレッス
ンを楽しんでいます！アルファベットを書くことにも興味があるようなので、
家庭学習用教材のOne! Two! Writingを始めたのですが、自宅でも宿
題やる！と進んで取り組んでいます。発音も先生に教えていただいた通り
にリピートできていて、習ってきた単語を教えてくれたり、日本語でも数字
を覚えてきた所なのですが、英語でもカウントしたりするようになりました。
興味の種をまくような気持ちと共に、小さい頃から英語に親しむことで
将来の可能性を広げられたらという思いと、英語を学ぶことで日本や海
外の文化に目を向けたり、たくさんの出会いや経験を通して、自信を持っ
て自分自身を表現できるようになってほしいと思っています。

大森校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：７ヶ月

相模大野ステーションスクエア校（神奈川県）
イーオンキッズ通学歴：１年７ヶ月

いし くら こう  の   すけ

将来の夢は、宇宙飛行士になること。小さいころ、職業体験施設で宇
宙の運用管制官を体験して、そのインパクトとかっこよさに憧れて、宇宙
へ興味を持つようになりました。英語を習い始めたきっかけも、「僕には
足りないものがある、それは英語！」と本人が言い出したことです。宇宙ス
テーションでは、世界中の宇宙飛行士とコミュニケーションを取るために
英語は必須とされています。
イーオンキッズでは、外国人先生の会話クラスに加えて、文法クラス
や英検対策コースも受講して、楽しみながら学習しています。宿題も自ら
進んで取り組み、次の英検3級合格に向けて、先生からの課題を解くほ
かに、家では単語テストや覚えにくい単語をトイレに貼って覚えていま
す。単語は意味がわかり発音ができるだけでなく、正しく書けることも意
識しています。以前、別の英会話スクールに通わせていたこともあります
が、イーオンキッズに移ってからはとにかく「楽しい！」と言うようになりまし
た。本人もイーオンキッズで文法クラスや英検の勉強を進める中で、「英
語の知識がついたから話す勇気が出るようになった！」「英語が上手に
なって夢に近付けてうれしい！」と言っています。最近では3歳になる妹に
英語を教えてくれたり、私の発音を「もっとこう発音するんだよ！」と直して
くれたりと、息子のおかげで、家族で英語に触れることができています。

北越谷校（埼玉県）
イーオンキッズ通学歴：１年８ヶ月

早川 観一 さん（小学校４年生）
はや  かわ かん いち

やりたいことがたくさんあるようですが、最近は、「英語とサッカーを頑
張ってサッカー選手になる！」と言っています。海外で活躍するサッカー
選手を目指している小学校３年生のお兄ちゃんのすることにいつも影響
を受けていて、イーオンもサッカーも、「自分も習いたい！」と言って自然の
流れで始めました。英語やサッカーを通じて、良き友人・仲間に恵まれた
ら素敵だと思っています。
ボール１つあれば、世界中どこでも楽しめるのがサッカーです。今は海
外サッカーがライブ配信されて身近ですが、海外で日本人の選手がチー
ム内でコミュニケーションを取り、堂々とインタビューを受け答えする姿を
見て、言葉が話せることの強みを感じています。そこまで上達するにはま
だまだ先ですが、日々コツコツと楽しんで英語に触れることから頑張って
います。
以前、電車の中で外国の方を見かけたとき、とりあえず知っている英
語で果敢にもしゃべりかけていました。英語という道具を使って壁をつく
ることなく、まさに息子にとっての世界が広がった瞬間だったと思いま
す。英語の他にも授業の中で友達同士のコミュニケーションをとりなが
ら集団生活を学び、最近は授業の最後まで集中して参加できるようにな
りました。イーオンキッズに通って一番良かったことは、息子が英語を好
きになったことだと思います！

工藤 晟仁 さん（年中）
く　どう あき   と

保育園の時に大好きなバレエを始めて、持ち前のアクティブで好奇
心旺盛な性格から、舞台俳優やアーティストなど、人前で表現すること
に興味・関心を抱いています。有名な海外ミュージカルを観る傍ら、最
近では実際に舞台に立ち、英語で劇を練習する習い事を始めるなど、
夢がまた一歩前進し、本人のやる気に熱がこもっています。 
表現の世界でも国際的な講師やアーティストの方々は英語を共通
語としてコミュニケーションを交わされます。昨年、イーオンキッズでの絵
本の発表会に参加・入賞させていただき、本人の自信にもつながったよ
うです。また、そのような機会を通じて、日常的に手取り足取り教えなくて
も自ら学ぶ姿勢が身に付いたように感じます。 
イーオンキッズでレッスンの予習・復習を行う中で、単語の音や意味

をよく調べて読む癖が付きました。また、レッスン前に再度見直してから
レッスンに臨むなど、積極性が増しています。日常生活では、英語の表
記を気にかけたり、英語クイズを出したりと、工夫して楽しんでいます。 
自宅では幼児期からフォニックスのお勉強をしているため、英単語を
注意して読み上げるように習慣化しています。また、イーオンキッズの学
習サポートサイトi-CLUBをはじめ、タブレットやDVDの視聴など幅広く
活用しながら英語に触れる環境を作るようにしています。

大橋校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：３年１０ヶ月

桑本 莉瑚 さん（小学校１年生）

石倉 光之助 さん（年少）

くわ もと り　 こ

イーオンキッズ集まれ！
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卒業生のご紹介

将来の夢は漠然としか考えられていませんが、保育士、歯科医、パ
ティシエ、客室乗務員やツアーコンダクター、何度か訪れたスイスの山
麓のお店で働きたいとさまざまです。
ベビークラスから家族ぐるみでイーオンにはお世話になっています。赤

ちゃんの頃から毎週イーオンキッズに通うことはごく当たり前のことでし
た。また海外旅行の経験もあるおかげで、英語を身近に感じて育ってき
たのかもしれません。学校での外国語の授業でも、自信を持って活動に
参加できているようで、ALTの先生にも積極的に話しかけています。
レッスンでは、毎週のミニプレゼンテーションをしっかりとできるように
練習しています。また会話クラスも文法クラスも宿題をきちんとやること
で精一杯ですが、わからないことがあると両親に聞き、次の週に持ち越さ
ないように気をつけているようです。
将来どんな職業についても、相手に合わせた言語でコミュニケーショ

ンを自然に取ることができるようになってほしいと思います。そのために
も、これまで以上に英語に慣れ親しみ、会話クラスでは自然にコミュニ
ケーションする力を、文法クラスでは正しい文法の力を、さらに語彙力も
増やして日本語も英語も自然に使うことができるようにイーオンキッズで
学んでほしいと願っています。

アリオ仙台泉校（宮城県）
イーオンキッズ通学歴：９年８ヶ月

イーオンキッズ天王寺校→
イーオン天王寺校（大阪府）
通学歴：12年11ヶ月

井上 結生 さん（小学校５年生）
いの うえ ゆ　 う

僕は将来英語を使う機会のある仕事をしたいと思っています。4才の
頃からイーオンキッズに通っていますが、初めはただ通っているだけで目
標もありませんでした。小学校２・３年生の時には「英語を学ぶ意味が
わからない」と言ってイーオンキッズを辞めようとしたこともありました。し
かしイーオンキッズの先生やお父さんの後押しで辞めずに通い続け、今
では11年目を迎えました。もしこの時に辞めていたら英語を好きになっ
ていなかったと思います。そしてきっと11年イーオンキッズに通い、英語
を好きになったから将来は英語を使う仕事に就きたいという目標ができ
たのだと思います。
普段僕は予習のほかに今までのテキストの復習や、英検の勉強をし

ています。また英語で動画を見たり、アプリでニュースを英語で読んだり
と、英語と触れ合う機会を常に作っています。その結果、最近は洋楽を
ある程度まで聞き取れるようになってきました。学校のALTの先生の言
葉もよく理解できるようになったので、リスニングの自信も少しついてき
ました。
将来、英語で仕事について話したり、海外に住むことになった時な

ど、外国の人と関わる時に向けてコミュニケーションに力を入れていま
す。今はまだ英検準２級ですが、将来外国人とスムーズに会話できるよ
うに単語やニュアンス、文法などを日々勉強して上を目指して頑張って
います。

安城校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：11年

相良 友哉 さん（中学校３年生） 
さが  ら とも  や

イーオンキッズ東広島校→
イーオン東広島校→
イーオン呉ゆめタウン校（広島県）
通学歴：１年８ヶ月

僕の将来の夢は海外の人とコミュニケーションを取りながらロケットを
作れるロケットエンジニアになることです。理由は小学校５年生の時、あ
るアニメを見て宇宙関係の仕事に就きたいと思ったからです。
その夢では海外の人と技術共有などをする時に英語が必要となって

きます。そのため、イーオンキッズでは外国人の先生方に休憩時間など
に積極的に話しかけ、語学的なところだけではなくジェスチャーなどの表
現を意識してコミュニケーションを取るなどして努力しました。
イーオンを継続して良かったことは、外国人の先生方と常に話すこと
のできる環境があり、外国の文化を学ぶことができたということです。僕
は学校の国際プログラムに参加したのですが、そのとき外国人の方々
と意見を交換できたり、外国の文化から会話を発展させることができま
した。
イーオンキッズのみなさんへ送るメッセージは「自分の目標（将来の
夢、近い未来の目標）をまずは設定してそこに向かうには何が必要なの
かを考え、あきらめずに努力する」ということです。

仲間がいるから、頑張れる！

お友達紹介システム「イーオンメイト」をご活用ください。
お友達やご家族がイーオンまたはイーオンキッズに入学されると、

あなたとお友達に素敵な特典がございます。

濱野 穂乃香 様（高校３年
生）はま  の ほ 　の 　か

小塩 歌月 様（高校１年生
）こ   しお う   づき

私の夢は英会話教室の先生になることです。もともと人と話をすること
が好きで将来は英語でコミュニケ―ションを取ることができる職業に就き
たいと思っていましたが、高校に入って、たくさんの人に英語の楽しさ・面
白さを知ってほしいと感じたのがきっかけです。また、指導してくださった先
生方のかっこよさに気づき、自分もそのような人になりたいと思いました。
イーオンキッズでは、積極的にスピーチコンテストなどのイベントに参
加しました。小さい頃、恥ずかしがり屋で人の前に立ったりすることが苦
手だったのですが、先生の後押しもあり、勇気を出して参加しました。今
ではプレゼンテーションやスピーチをするのが大得意です。
高校生以上の一般クラスではレベルや勉強したいことに合わせて

コースを選ぶことができるので、無理なく学習を進められることはメリット
だと思います。これまでフォニックスで発音を訓練したので、友人や先生
から発音がきれいだと言われることも多く、学校でもほめられました。ま
た、ネイティブの発音を日ごろから聞いているのでリスニング力が向上し
て、テストの時も困ることが少ないです。
私自身、うまく話せなくて英語をやめたいと何度も思いましたが、今で

はそんな英語が大好きです。イーオンキッズの皆さんもぜひ、先生方と
たくさん話してスキルアップしてください。また、たくさん友達を作って辛
い時を乗り越えてください。応援しています。

イーオンキッズから英会話イーオンへ継続学習し活躍を続け
る先輩生徒様からの熱いメッセージです。
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69人 126人 137人 124人 48人 5人 509人

67人 97人 106人 81人 22人 1人 374人

97.1% 77.0% 77.4% 65.3% 45.8% 20.0% 73.5%

5歳 小学2年生 小学2年生 小学1年生 小学3年生 小学6年生

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級 合計

長崎校 仙台一番町校
品川駅前校 本八幡校 三鷹校 高崎モントレー校

姫路TS校 徳島校

受験者数
合格者数
合格率

最年少合格者の年齢

最年少合格者の在籍校

●イーオンキッズ全体

イーオンは資格試験にも力を入れております。

今回（2020年第1回）の英検では、新型コロナウィルスの影響による受験日や会場の変更もあり、受験が難しくなったお子様も多くいらっしゃいます。しかしそ
のような状況でも509名のイーオンキッズが英検を受験され、374名が見事合格されました。合格率は73.5%と高い水準を保っています。特に準2級、2級、準
1級の最年少合格者がすべて小学生であることは、特筆すべき点と言えるでしょう。学習が難しい状況でも、モチベーション高く頑張ってくれているイーオンキッズ
生がたくさんいることは、非常に喜ばしいです。イーオンキッズでは、目標に向かって学びを進めるお子様たちを今後もサポートしてまいります。

企業、大学等で加速度的にオンライン受験が進む英語の資格試験。文部科学省でも「GIGAスクール構想」が謳われ、お子様たちの世代の試験は「CBT
（Computer Based Testing）」がスタンダードになる可能性が高まっています。
一方でデジタルネイティブと言われる今のお子様たちは、大人よりもCBTへの適応が格段に早いという強みがあります。幼いころからCBT形式の試験に慣れ、今後、
社会がどのように変化しても、求められる英語力に適応できる素地を育てていきましょう。
今回はイーオンキッズでもお問い合わせが増えている「英検Jr.」「英検CBT」についてご紹介いたします！

英検Jr.は「聞いて分かる」能力を測ることができるテスト。英語入門期の学習者に最適化し、子どもたちが聞いて楽しく理解できる生活英語を中心にした
約2000語をカバーしています。英検Jr.で英語のリスニング力を習得することで、その後の3技能習得が早くなり英検級の合格スピードも速くなると言われて
います。

英検®合格率調査報告 今回の調査は、英検2020年度第1回が対象となります。対象：幼児・小学生・中学生

イーオンキッズではお子様の成長を形にするために英検®、英検Jr.®、国連英検ジュニアテスト、　　　   L&R、の資格取得を目指します。TOEIC®

～ご存じですか？ 新しい資格試験のカタチ～

特徴①：従来の英検®と同様に、大学入試等で英語力の証明として活用ができます！※
特徴②：1年間に英検®3回+英検CBT®3回で、最大6回の受験が可能、受験チャンスが増えます！
特徴③：CBTの場合はリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの4技能を1日で受験可能。

試験結果も4技能がすべて採点されます。

英検CBT（Computer Based Testing）は、4技能すべてをコンピューターを使って受験する英検です。受験会場やタイミングを自分で選べたり、従来
の英検より結果を早めに受領することもできます。

イーオンキッズではオンラインで学べる「英検Jr.オンライン版学習支援プログラム」をご用意！ 「自宅学習（リスニングドリル+模擬テスト）」+「オンライン版
テスト」に加え、イーオンキッズ生限定の「サポート」がついた特別プログラムです。
「資格試験は初めて」「おうちでどんな準備をしたらいいか分からない」…そんなお子様は、まずはここからスタートしてみませんか？ 詳細は各スクールにお問
合せください！

①英検Jr.®オンライン版ラーニング（3ヶ月）
単語や会話表現の学習に加え、模擬テスト
でテスト形式にも慣れていきます。

②英検Jr.®オンライン版テスト
テストはご自宅で受験可能、受験後は結果
もすぐわかり、復習もできます。

◆ イーオンキッズでは「英検Jr.®オンライン版学習支援プログラム」をご用意！ ◆

◆ 英検Jr.®の特徴 ◆

【プログラム内容】

１. まずはここから！  英検Jr.®オンライン版

２. 上位級を目指すお子様へ！　新しい英検のテスト形式である「英検CBT®」 ※3級以上対象

　　イーオンキッズ独自サポート
生徒様限定のチェックテストやテスト後のアド
バイスなど、充実したサポートプログラムあり！

+α

日程、場所ともに受験チャンス・選択肢が増えるため、上位級合格に向けても活用しやすいテストです！
従来型の英検かCBTか、迷う際にはぜひイーオンキッズのカウンセラー、教師にご相談くださいね！

リスニング力を
測るテスト

1 合否ではなく「正答率」で
見るテスト

2 早期英語教育に
最適な3レベル

3 お子様にとって
身近なテーマで出題

4

幼児・小学生向け

※活用には各大学に有効期限を設けている場合がございます。
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級/対象 学校名 イニシャル 学年 学校名 イニシャル 学年
徳島校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
福山校 Ｔ.Ｏ 高校１年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｓ 高校１年生
安城校 Ｋ.Ｍ 高校２年生
岡山表町校 Ｋ.Ｍ 高校２年生
岡山表町校 Ｍ.Ｎ 高校２年生
岡山表町校 Ｓ.Ｆ 高校２年生
北越谷校 Ａ.Ｉ 高校２年生
西宮北口校 Ａ.Ｍ 高校２年生
東戸塚 Ｔ.Ｋ 高校２年生
フィール旭川校 Ｙ.Ｏ 高校２年生
フィール旭川校 Ａ.Ｃ 高校２年生
フィール旭川校 Ｈ.Ｓ 高校２年生
プライムツリー赤池校 Ｅ.Ｍ 高校２年生
松山校 Ｒ.Ｍ 高校２年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｍ.Ｋ 高校２年生
宮崎カリーノ校 Ｎ.Ｋ 高校２年生
明石校 Ｓ.Ｓ 高校３年生
一宮校 Ａ.Ｋ 高校３年生
茨木校 Ｍ.Ｋ 高校３年生
いわきラトブ校 Ｔ.Ｙ 高校３年生
宇都宮校 Ｆ.Ｔ 高校３年生
宇部校 Ｎ.Ｉ 高校３年生
各務原校 Ｙ.Ａ 高校３年生

鹿児島天文館校 Ｒ.Ｈ 高校３年生
金沢校 Ａ.Ｎ 高校３年生
金沢校 Ｈ.Ｋ 高校３年生
刈谷校 Ｍ.Ｉ 高校３年生
熊本校 Ｍ.Ｓ 高校３年生
桑名校 Ｍ.Ａ 高校３年生
小牧校 Ａ.Ｔ 高校３年生
小牧校 Ｓ.Ｋ 高校３年生
佐賀校 Ｙ.Ｙ 高校３年生
宝塚ソリオ校 Ｈ.Ｍ 高校３年生
武生駅前校 Ｙ.Ｍ 高校３年生
千種校 Ｋ.Ｔ 高校３年生
つくば桜校 Ｎ.Ｔ 高校３年生
津田沼パルコ校 Ｒ.Ｋ 高校３年生
津山校 Ｆ.Ｍ 高校３年生
那覇国際通り校 Ｈ.Ｍ 高校３年生
沼津校 Ｍ.Ｓ 高校３年生
福井校 Ｋ.Ｍ 高校３年生
藤枝校 Ｍ.Ｋ 高校３年生
藤が丘校 Ｍ.Ｊ 高校３年生
星ヶ丘校 Ｈ.Ｔ 高校３年生
名駅校 Ｈ.Ｓ 高校３年生
和歌山ＧＰ校 Ｍ.Ｈ 高校３年生

本八幡校 Ｓ.Ｌ 小学２年生
高知校 Ｎ.Ｍ 小学３年生
佐世保校 Ｋ.Ｙ 小学３年生
シャオ西尾校 Ｋ.Ｉ 小学３年生
新宿南口校 Ｋ.Ｓ 小学３年生
泉佐野校 Ｋ.Ｓ 小学４年生
掛川校 Ｙ.Ｋ 小学４年生
北越谷校 Ｙ.Ｏ 小学４年生
鈴鹿校 Ｓ.Ｈ 小学４年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｔ.Ｔ 小学４年生
赤羽校 Ｍ.Ｔ 小学５年生
麻生校 Ｔ.Ｔ 小学５年生
麻生校 Ｍ.Ｉ 小学５年生
安城校 Ｍ.Ｋ 小学５年生
浦和校 Ｙ.Ｔ 小学５年生
大府校 Ｅ.Ｔ 小学５年生
北大路校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
北大路校 Ｍ.Ｔ 小学５年生
桑名校 Ｋ.Ｙ 小学５年生
瀬田校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
武生駅前校 Ｋ.Ｕ 小学５年生
つくば桜校 Ａ.Ｉ 小学５年生
星ヶ丘校 Ｅ.Ｎ 小学５年生
三田ウッディタウン校 Ａ.Ｍ 小学５年生
三田ウッディタウン校 Ｈ.Ｈ 小学５年生
アリオ仙台泉校 Ｓ.Ｋ 小学６年生

池田校 Ｉ.Ｋ 小学６年生
市川校 Ｈ.Ｓ 小学６年生
泉佐野校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
出雲校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｈ.Ｓ 小学６年生
加古川校 Ｋ.Ｔ 小学６年生
熊谷アズ校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
甲府校 Ｔ.Ｆ 小学６年生
札幌大通校 Ｋ.Ｈ 小学６年生
下関ゆめシティ校 Ｋ.Ｓ 小学６年生
新所沢校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
瀬田校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
多治見校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
千葉センシティ校 Ｗ.Ｓ 小学６年生
天王寺校 Ｊ.Ｕ 小学６年生
西宮北口校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
東戸塚校 Ｔ.Ｕ 小学６年生
東広島校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
藤枝校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ａ.Ｋ 小学６年生
プライムツリー赤池校 Ｓ.Ｏ 小学６年生
三田ウッディタウン校 Ｙ.Ｕ 小学６年生
名谷パティオ校 Ｅ.Ｆ 小学６年生
本八幡校 Ｃ.Ｍ 小学６年生
盛岡ＭＯＳＳビル校 Ｓ.Ｓ 小学６年生
守口校 Ｓ.Ｙ 小学６年生

高崎モントレー校 Ｓ.Ｈ 小学３年生
姫路ＴＳ校 Ｎ.Ｏ 小学３年生
北越谷校 Ｒ.Ｎ 小学６年生
茨木校 Ｋ.Ｋ 中学１年生
西宮北口校 Ｙ.Ｍ 中学１年生
エルミこうのす校 Ｈ.Ｏ 中学２年生
札幌本校 Ｓ.Ｆ 中学２年生
瀬田校 Ａ.Ｔ 中学２年生
つくば桜校 Ｍ.Ｅ 中学２年生
武蔵小杉校 Ｎ.Ｓ 中学２年生
姪浜校 Ｙ.Ｙ 中学２年生

安城校 Ｙ.Ｏ 中学３年生
いわきラトブ校 Ｒ.Ｏ 中学３年生
エスパル山形校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
エルミこうのす校 Ｊ.Ｎ 中学３年生
大橋校 Ｒ.Ｉ 中学３年生
北千住校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
志木校 Ｋ.Ｉ 中学３年生
徳島校 Ａ.Ｈ 中学３年生
那覇国際通り校 Ｒ.Ｔ 中学３年生
松戸校 Ｋ.Ｇ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｎ 中学３年生

三鷹校 Ｙ.Ａ 小学１年生
会津若松校 Ｙ.Ｔ 小学２年生
小倉校 Ｋ.Ｈ 小学３年生
小山校 Ｋ.Ｍ 小学３年生
瀬田校 Ｓ.Ａ 小学４年生
星ヶ丘校 Ｓ.Ｋ 小学４年生
大橋校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
明石校 Ｍ.Ｔ 小学６年生
浦安校 Ｍ.Ｔ 小学６年生

大府校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
小山校 Ａ.Ｈ 小学６年生
刈谷校 Ａ.Ｏ 小学６年生
黒川校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｙ.Ｅ 小学６年生
瀬田校 Ｋ.Ｔ 小学６年生
松戸校 Ｃ.Ｋ 小学６年生
目白校 Ｒ.Ｔ 小学６年生

八王子校 Ｍ.Ｓ 小学３年生
光が丘校 Ｒ.Ｔ 小学３年生
豊洲シエルタワー校 Ａ.Ｋ 小学４年生
調布校 Ｋ.Ｋ 小学５年生
半田校 Ｋ.Ａ 小学５年生
日吉東急アベニュー校 Ｒ.Ｔ 小学５年生
本八幡校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
鹿児島天文館校 Ｒ.Ｏ 小学６年生
豊洲シエルタワー校 Ｃ.Ｏ 小学６年生
宮崎カリーノ校 Ｊ.Ｈ 小学６年生
名谷パティオ校 Ｒ.Ｔ 小学６年生
新瑞校 Ｒ.Ｍ 中学１年生
多摩センター校 Ｍ.Ｍ 中学１年生
昭島モリタウン校 Ｒ.Ｋ 中学２年生
アリオ仙台泉校 Ｋ.Ｓ 中学２年生
安城校 Ｓ.Ｓ 中学２年生
安城校 Ｔ.Ｎ 中学２年生
池田校 Ｍ.Ａ 中学２年生
泉佐野校 Ｙ.Ｏ 中学２年生
市川校 Ｒ.Ｋ 中学２年生
大橋校 Ａ.Ｆ 中学２年生
掛川校 Ｋ.Ｋ 中学２年生
桑名校 Ｓ.Ｉ 中学２年生
小倉校 Ｓ.Ｔ 中学２年生
渋谷駅前本校 Ｋ.Ｈ 中学２年生
湘南藤沢オーパ校 Ｍ.Ｍ 中学２年生
徳島校 Ｍ.Ｏ 中学２年生
徳島校 Ａ.Ｙ 中学２年生
豊洲シエルタワー校 Ａ.Ｎ 中学２年生
プライムツリー赤池校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
町田東急ツインズ校 Ｈ.Ｈ 中学２年生

松山校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
横浜本校 Ｈ.Ｓ 中学２年生
横浜元町校 Ｍ.Ｙ 中学２年生
楽々園校 Ｓ.Ｍ 中学２年生
アスト津校 Ｍ.Ｈ 中学３年生
池袋本校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
池袋本校 Ｈ.Ｎ 中学３年生
浦和校 Ｄ.Ｉ 中学３年生
エスパル山形校 Ｓ.Ｎ 中学３年生
大橋校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
大府校 Ｋ.Ｔ 中学３年生
学園前駅ビル校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
川崎駅前校 Ｔ.Ｍ 中学３年生
川崎駅前校 Ｙ.Ｍ 中学３年生
北越谷校 Ｓ.Ｉ 中学３年生
北習志野校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
京橋校 Ｓ.Ｏ 中学３年生
グランデュオ蒲田校 Ｒ.Ｓ 中学３年生
桑名校 Ｙ.Ｍ 中学３年生
小倉校 Ｙ.Ｔ 中学３年生
小牧校 Ｓ.Ｍ 中学３年生
佐賀校 Ｓ.Ｈ 中学３年生
相模大野ＳＳ校 Ｙ.Ｉ 中学３年生
札幌駅北口校 Ｓ.Ｉ 中学３年生
渋谷駅前本校 Ｒ.Ｏ 中学３年生
清水校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｋ.Ｔ 中学３年生
諏訪ＳＰ校 Ａ.Ｍ 中学３年生
高松校 Ｎ.Ｏ 中学３年生
宝塚ソリオ校 Ｈ.Ｏ 中学３年生
多治見校 Ｋ.Ｓ 中学３年生

垂水ウエステ校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
垂水ウエステ校 Ｋ.Ｔ 中学３年生
千種校 Ｎ.Ｋ 中学３年生
千里中央校 Ｎ.Ｆ 中学３年生
つくば桜校 Ｅ.Ｔ 中学３年生
つくば桜校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
鶴見校 Ａ.Ｓ 中学３年生
天神校 Ｈ.Ｏ 中学３年生
所沢校 Ｙ.Ｏ 中学３年生
所沢校 Ｙ.Ｔ 中学３年生
中村公園校 Ｍ.Ｏ 中学３年生
中村公園校 Ｋ.Ｙ 中学３年生
浜松校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
東広島校 Ａ.Ｋ 中学３年生
フィール旭川校 Ｓ.Ａ 中学３年生
藤枝校 Ｎ.Ｔ 中学３年生
府中くるる校 Ｋ.Ｔ 中学３年生

星ケ丘校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
本厚木校 Ｙ.Ｉ 中学３年生
町田東急ツインズ校 Ｒ.Ｗ 中学３年生
松山校 Ｈ.Ｏ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｊ.Ｋ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｔ.Ｋ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｔ.Ｓ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｒ.Ｙ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
三原校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
三原校 Ｃ.Ｉ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ｙ.Ｔ 中学３年生
山口校 Ｙ.Ｔ 中学３年生
横浜本校 Ｙ.Ｔ 中学３年生
和光市駅前校 Ｋ.Ｔ 中学３年生

小学校6年生までに英検3級～準1級に合格、中学生で英検2級～準1級に合格、高校生で英検準1級に合格された成績優秀者を発表させていただきます。

英検®、英検Jr.®、英検CBT®は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。 このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。 
TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).  This publication is not endorsed or approved by ETS.　＊L&R means LISTENING AND READING.

小学生
高校生

準1級

小学生
中学生

2級

小学生

3級

小学生

準2級

2020年第1回英検®合格者一覧
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　週１回プライベートレッスンを受講しています。英検対策としては、まずは問題形式やマークシート方式に
慣れることを一番に、過去問題を解きました。すぐに答えがわからない時には、消去法を使うことなど、試験を
受ける上で基本的なことをしっかり覚えました。
　息子はライティングが一番の課題でしたので、イーオンキッズではそれを重点的に教えてもらいました。特
に準２級の試験の前には、ブレインストーミングをして、自分の考えをまとめ上げるということを教えていただ
き、３級の時にはかなり点数を落としていたライティングが、準２級の時には点数を取れるようになっていまし
た。これは日本語での学習にも生かされ、とてもいいスキルを身につけられたと思っています。
　英検を受験することで「試験を受ける」「試験に合格する」という経験をし、とても自信になったようです。
受かった時も「やった！」で終わるのではなく、「次も頑張る！」という気持ちになっていました。子どもの向上心
をうかがえて、とても嬉しかったです。
　今後、英検は引き続きステップアップしていきたいと言っています。英検を通じて、苦手な文法も学習し、
定着すればと思っています。そして、「アメリカの大学で勉強、研究をする」という息子の将来の夢につなが
ればと思っています。

小学４年生で英検®準２級に合格！

週２回、外国人教師の会話クラスと日本人教師の文法クラスに通っています。英検対策として、まず単
語をしっかり覚えることと単語の意味がわからない時は辞書などを使って調べ、理解することを中心に勉強
してきました。
その後に、テキストの問題に取り組みました。その中でも一番苦労したのは、英作文と二次面接でした。ど

ちらも自分の考えを伝えることが難しく、単語が出てきても文章で伝えることができませんでした。先生方に
サポートをしていただき、ノートに書いたり、声に出したりしながら、何度も繰り返し練習しました。また、先生に
二次面接の練習を一緒にしてもらうことで、子どもも自分の発音の悪さに気付き、相手に伝える大切さを知
ることができました。英検3級に合格したことで、英語の視野も広がり、これまではただ「資格が取りたい」と
いう気持ちだったのですが、今では「相手に自分の考えを伝えたいからもっと英語を覚えたい」と目標が変わ
りました。本人の自信がついたのか、以前より英語に積極的に取り組む姿を見ることができて嬉しく思いま
す。次は、準2級を目指して頑張りたいです！

小学３年生で英検®３級に合格！

シャオ西尾校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：７年

２０２０年　第１回　英検®３級合格
２０１９年　第１回　英検®４級合格
２０１８年　第３回　英検®５級合格

飯伏 花帆さん（小学校３年生）
い　ぶし か　 ほ

小山校（栃木県）
イーオンキッズ通学歴：６年９ヶ月
海外経験：オーストラリア３回、

フィリピン４回／
各３週間の短期留学

２０２０年　第１回　英検®準２級合格
２０１７年　第２回　英検®３級合格

　週１回、日本人の先生のプライベートレッスンを受講しています。英検合格に向けて特にライティングを頑張り
ました。担当の先生から、「ライティングの練習は、一次試験対策だけでなく、ボキャブラリーを増やすことや二次
試験の対策にもつながるので、とても大事な勉強です。」と教えていただきました。ライティングの練習では、先生
が用意してくださった問題集を、土・日に取り組み、またレッスン中に分からなかった単語や熟語は、毎日3～５個
ずつ覚えるよう心がけました。
　試験勉強で苦しい時、辛い時には、先生が励ましのお手紙をくださり、二次試験間近のレッスンの時には「面
接の心得」のお手紙をくださりました。憧れの先生からのお手紙は本人の心の支えであり、そのお手紙がお守り
になったと教えてくれました。
　先生やスタッフの皆さんには、親子で勉強していく中での相談ごとにも、丁寧にご対応いただき、本人だけでな
く、私自身も励まされたことが幾度となくありました。
　一次試験の合格を確認できた瞬間、大きな声をあげて飛び上がって喜んでいました。「次の二次試験は大丈
夫かな。」と、不安も口にしていましたが、二次試験の合格が分かった時には「うれしくて、うれしくて。」と言って、
泣きじゃくっていました。
　本人は英検に合格したことで自信が持てるようになり、一生懸命に頑張れば合格できるという成功体験が、
次の英検2級受験を目指すことにつながりました。また学校での勉強も、以前よりもスムーズに取り組めるように
なり、さらにお友達から分からないところを教えてと尋ねられることが増え、学ぶ大切さを感じることができたようで
す。次の目標は小学校卒業までに、英検２級合格です！

小学３年生で英検®準２級に合格！

望月 一沙さん（小学校３年生）
もち  づき かず　さ

瀬田校（滋賀県）
イーオンキッズ通学歴：１年４ヶ月
海外経験：アメリカ合衆国　２年６ヶ月

２０２０年　第１回　英検®準２級合格
２０１９年　第３回　英検®３級合格

赤松 奏くん（小学校４年生）
あか まつ そう

スーパーキッズ
小学校6年生までに英検®3級以上、
中学生で英検®2級以上、
高校生で英検®準1級以上に合格した、
成績優秀者「Super Kids」に
インタビューしてみました！ 
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緑井スカイステージ校（広島県）
イーオンキッズ通学歴：７年
イーオン通学歴：７ヶ月

２０２０年　第１回　英検®準１級合格

下司 佳亮さん（高校１年生）
しも　じ よし あき

姫路ターミナルスクエア校（兵庫県）
イーオンキッズ通学歴：５年７ヶ月

２０２０年　第１回　英検®２級合格
２０１９年　第２回　英検®準２級合格
２０１８年　第１回　英検®３級合格
２０１７年　第３回　英検®４級合格
２０１７年　第２回　英検®５級合格

大搗 ななかさん（小学校３年生）
おお  つき

徳島校（徳島県）
イーオンキッズ通学歴：1年10ヶ月

２０２０年　第１回　英検®準１級合格
２０１７年　第１回　英検®２級合格

湊 友里さん（小学校６年生）
みなと ゆ　 り

　週１回、プライベートレッスンを受講しています。３歳のときにイーオンキッズで初めて英語に触れてから現
在まで、先生方やスタッフの皆さんに支えていただきながら、楽しく通わせていただいています。
　また、他の習いごとなどに合わせてレッスンの回数や日時を細やかに調整してくださるので、無理なく学習
を継続できています。
　英検の学習は、過去問などの家庭学習に加え、日頃のイーオンキッズでの学習の積み重ねや、丁寧に面
接対策をしてくださったことが合格につながったと思います。
　２級は、日本語でもテーマなどが難しく感じることがありましたが、特にリスニングにおいては、幼い頃から
イーオンキッズで英語に触れていたため、あまり抵抗なく学習を進めることができました。
　英語学習は、たやすいことではありませんが、コツコツと学習を継続することが大切だと感じていますので、
今後もイーオンキッズで学んでほしいです。また、検定試験などにも積極的にチャレンジしていきたいです。

小学３年生で英検®２級に合格！

　イーオンキッズでは週１回外国人教師と日本人教師のプライベートレッスンを交互に受講しています。外
国人教師のレッスンでは先生と英語でたくさん話をして、緊張しないで話しかけたり、言いたいことをすぐ英
語で言えるようになりました。その練習がリスニングや面接試験の合格にもつながったと思います。
　日本人教師のレッスンでは、単語テストがあるので、毎回見直しをすることで英単語を覚えました。苦手
だった穴埋めや長文の問題もコツを先生に教えてもらい、すばやく解けるようになったので、正答率も上がり
ました。ライティングも最初は少しずつヒントをもらいながら、だんだんと自分で書くことができるようになりまし
た。添削もしてくれたので、自分に必要な改善点が分かりました。
　家では声に出して単語や文章を読んで覚えました。過去問を解いたり、イーオンキッズで学習したことの
復習もしました。英検を勉強して、目標をもって勉強することができました。丸暗記ではなく英語力・英語耳を
鍛えていただき、より英語を好きになった気がします。
　これまでたくさん英語学習をしてきたので、試験当日には落ち着いて、普段通りの力を発揮できたのが良
かったと思います。準１級合格を小学生のうちにと考えていたので合格した時は本当に喜びました。次は長
期的な目標として１級を目指したいです！

小学６年生で英検®準１級に合格！

　週１回外国人教師のレッスンを受けています。試験対策はイーオンの先生から勧められた単語帳と問題
集を使いました。特に単語については「最後の決め手になる」とアドバイスをいただいたので重点的に勉強
しました。二次試験は対策レッスンを受講し、答え方のコツや文章の組み立て方などを教わりました。
　イーオンキッズでは先生にたくさんほめてもらえたことが英語に対する自信につながったと思います。小学
生の頃は、英語に興味が持てるようにと好きだったアニメのキャラクターを使ってレッスンをしてくださったこ
ともあり、おかげで勉強と意識することなく自然に英語学習に身が入りました。また、中学生の頃はライティ
ングの弱さを指摘され短文を作る宿題を出してもらい、おかげで今ではあまりライティングに対する苦手意識
はありません。
　高校に入ってから英検は大学受験に使えるという考えだけでした。しかし合格したときの達成感は強く、
努力が報われた喜びがありました。今では英検はただの道具ではなく自分の努力の証となる、一生ものの資
格だと捉えています。
　今後の目標は、更なるレベルアップと英語で差しつかえなく日常会話をできるようになることです。現在は
オーストラリアの先生のレッスンを受けています。レッスンでは、標準的な表現だけでなくカジュアルな表現
やオーストラリア特有の言い回しなども教えてもらっておりとても興味深いです。これからも楽しみながら英
語を身につけていきたいです。

高校１年生で英検®準１級に合格！
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①KDDIがコロナ休校で学習困難となった高校生1万人の英語学習を支援！イーオン英会話レッスンを4カ月間無償提供
　KDDIは、新型コロナウイルス感染症防止のための休校措置などにより、学習が困難になった高校生の教育環境を支援するた
め、イーオンの英会話レッスンを、1万人を対象に無償で提供しています。（※募集期間は終了しました。）
　また、新型コロナウイルス感染症の影響のための休校や新学習指導要領で英語学習が変化する小学生を対象に、KDDIの特設
ページ限定でこども英会話専門校「アミティー」、mpi松香フォニックスの英会話動画コンテンツを2020年8月から９月の間、1ヶ月間
の無償配信も実施しました。

②チャンス・フォー・チルドレンの取り組みにイーオンも協力しています！
　公益財団法人チャンス・フォー・チルドレン（以下CFC）は、家庭の経済格差による子どもの教育格差を解消し、貧困の世代間連
鎖を断ち切ることを目的とした団体です。経済的な困難を抱える子どもたちに学習塾や習い事、体験活動等で利用できる「スタディ
クーポン」を提供し、すべての子どもが自由に学べる環境づくりをしています。
　イーオンはCFCのこの理念に賛同し、2011年の東日本大震災以来、支援企業として英会話学習希望者を受け入れています。ま
た、東京都在中の中3生を対象とした「新型コロナ緊急支援スタディクーポン」にも支援企業として英語学習を提供しています。
　こうした取り組みは、全国の各自治体にも広がってきており、東京都渋谷区（登録済み）、千葉県千葉市（登録済み）、大阪府大
阪市（申請準備中）、沖縄県那覇市（登録済み）などでの支援も協力も進めています。
　イーオンではこれからも、英語教育を通して社会課題の解決に取り組んでいきます。

イーオンにできること！ 子どもたちへ学習機会を提供！

イーオンのSNSが今、大人気！

　愛媛県の公立中学校において、イーオンの教師が生徒向けのオンライン英語レッスンを実施しています。公立中学校でのイーオ
ン教師による生徒へのオンライン英語レッスン提供は、イーオン初の取り組みとなります。
　これまでにも過去3年に渡り、愛媛県の公立中学校英語教員を対象に「英語力向上講座」を実施しておりましたが、今年度より公
立中学校の生徒へ向けたレッスン提供を開始しました。
　本オンライン英語学習は愛媛県が英語教育の充実化の一環として取り組むものです。イーオン法人事業本部学校教育課の教
師がレッスンを担当し、愛媛県内の中学校51校に在籍する中学生のうち令和2年度中に英検3級を受験予定の生徒約1,000人
（想定）の英語力向上をサポートします。

イーオン初の取り組み！ 
イーオン教師が公立中学校で生徒へのオンライン英語レッスンを提供！

　イーオンの公式SNSを知っていますか？ 全国のイーオン教師が登場したり、世界のレシピ動画もご覧いただけます！ 保護者様にも
楽しんで頂ける内容となっていますので、ぜひフォローしてくださいね♪

Instagram YouTube

Twitter

Facebook

▼  @aeonenglish を
　 フォロー♪

▼ 「英会話イーオン」を
　  チャンネル登録！

▼ @aeon_tweet でフォロー♪　

▼ 「英会話イーオン」をいいね！

世界のレシピ動画は
とっても簡単♪
お子様と一緒にぜひ
作ってみてくださいね♪

全国のイーオン教師が登場します！
みなさんの学校の先生は
出ているかな？
チェックしてみてくださいね♪

SNSで使える表現がたくさん！
早速使ってみましょう！

イーオンの
最新情報は
Twitterや

Facebookでも
掲載しています♪
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