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　外国語を習得するということは、本当に奥が深いことで
す。学べば学ぶほど深みが広がり、終わりがないことを痛
感させられます。だからこそ、時にスランプになったり、い
つになったら極められるのか先が分からず、不安になった
りもします。
　私は、宇宙飛行士の訓練の過程で、英語とロシア語を
学んできました。ロシア語は初めて接する言語で、見慣れ
ないアルファベット、複雑怪奇な文法に頭をよく抱えました。
そんな時、語学の先生から言われて印象深かったことは、
少しずつでも2,000時間くらい接していると、不思議と身
についてくるものよ、という言葉でした。2,000時間と聞
いたときは、先が長いなあと思ったものでしたが、中学校
及び高校の標準の外国語授業が合計700時間位と言われ
ています。プラス週に2時間くらい自習をすれば10年くらい
で2,000時間にいくでしょう。または、毎日4時間ずつ接
していれば、1年半弱で2,000時間になります。赤ちゃんが、
「ブーブー　来た」など二語文を話し出す時期と同じ位で
しょうか。

　余談ですが、ロシアで一年弱訓練をしていた時は、午前
中に4時間ほどロシア語の授業を受けてから、午後に宇宙
船の訓練に入ることが日課でした。夜も、寮の管理人さん
とおしゃべりをしていると本当にロシア語漬けの日々になり
ます。日々接していると、不思議と親近感が湧き、その言
葉のリズムが好きになっていきました。
　私の場合は、英語でもロシア語でも、ネイティブの録音
を聴きながら、自分でも同じ文章を発音してシャドーイング
する練習を心がけていました。ちょっと恥ずかしいですが、
映画の好きなセリフを真似したりもしていました。もちろん、
一人一人より適した習得方法があるでしょうし、時間にこだ
わるものではないと思います。自分なりのやり方を試して、
そして、その言葉を好きになれたら、時間など気にしなくな
る位、外国語を学ぶことが楽しくなっていく、それが理想
なのかもしれません。

山崎 直子 氏
やま　ざき なお　  こ

千葉県出身。2010年スペースシャトル・ディスカバリー号に搭乗し、国際宇
宙ステーション（ISS）組立補給ミッションSTS-131に従事した。JAXA退
職後、内閣府宇宙政策委員会委員、一般社団法人スペースポートジャパン代
表理事、日本ロケット協会理事・「宙女」委員長、日本宇宙少年団（YAC）
アドバイザー、宙ツーリズム推進協議会理事などを務める。著書に「宇宙飛
行士になる勉強法」（中央公論新社）など。

宇宙飛行士

Autumn 
2019

Vol.

43

この秋プレジデントオンラインにて、山崎直子さんと三宅社長の
対談が公開される予定です。



　業界ではメーカー・商社・教育・サービス業全般、あ
とは私どもの人材業界です。海外にサービス展開していく
企業様や、インバウンドで来日外国人の対応をする企業
様が挙げられます。
　また最近は国内企業もグローバル展開をする企業自体
が増え、最低限の英語力（目安TOEIC®L&Rテスト600
点）は当たり前のように求められたりします。今後もグロー
バル化が進み、様々な企業様で英語を求められる機会が
増えていくと思います。

◆「語学を活かせる仕事」って
　どんな業種があるの？

　まずは過去からのご自身の強みと語学力を活かして「今
後どうしていきたいのか？」を考えることから始まります。
その今後に向けて最適な業種職種を導き出し、どんな企
業で働くのかを考えます。ポイントは、「今後どうしていき
たいのか？」「どうありたいのか？」ということ。「語学力
を活かして●●したい」というその想いを大切に明確にす
ることで、実現に向けた選択肢を我々も一緒に考えてサ
ポートができれば幸いです。

◆実際に転職するまでの
　プロセスは？

　色々ありますが、ひとつは「自分の市場価値の上げ方を知りたい！」
と聞かれます。市場価値とは、例えばITエンジニアなど需要に供給が
追い付いていない職種などが「市場価値が高い」と認識されます。
　しかし実は、多様化する中で自分で考えて行動できたり、変化に対
応できたり、様々なバックボーンの方とコミュニケーションが取れたり
といったポータブルスキルも求められております。その中でも特に対人
能力が重要であり、目に見える資格以上に、目に見えない能力やビジ
ネスの実践で使える力に価値があるのです。
　そのため「TOEIC®L&Rテスト●点」のような目に見える数値も重

要ですが、「目標を立て、
達成のために計画を立て
て実行し、結果に結びつ
いた」という過程が価値
に繋がり、評価される可
能性があります。

◆転職希望の方からよくある質問を
　教えてください！

「英語資格＋目標達成までの努力」を語れることは武器になります！
〈dodaエージェントサービス〉

転職
世界を舞台にキャリアアップ！

　人気の留学先は、ここ数年「カナダ」
がトップです。2位はオーストラリア、
3位がアメリカとなっています。
　カナダが人気の理由としては、教育
水準が高いこと、都会も自然が多く、
治安もよく住みやすいこと、比較的物
価が安価で、留学費用を安く抑えられ
ること、多民族が共存していて文化や
国際色が豊かであることが挙げられま
す。学生や社会人、どの世代からも人
気があります。

◆最近人気の留学先は？

学生はもちろん、社会人だって留学を実現できます！
〈留学ジャーナル〉

留学
憧れの国で生活しよう！

から
へのお申し込みができるようになりました！ 
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「英語ができるようになったら●●がしたい」という夢、皆様お持ちですよね？英会話
イーオンではそんな皆様の夢にさらに寄り添うため、「留学・旅行・転職」サービスを
持つ3社と連携、イーオン・ネット・キャンパスから海外旅行や転職相談のお申し込み
ができるようになりました。今号では各社にインタビューを行い、皆様の夢の実現に役
立つ情報をご紹介いたします！

イーオンでは、「英語教育を通して生徒様の人
生を豊かにし、世界と日本で活躍できる人材を
育成する」という理念のもと、これからも様々
な面から皆様の英語学習を後押しします！ 
https://www.aeonnetcampus.com/ 

　ざっくりお伝えすると、①ウェブなどで情報収集→②留学
カウンセリング→③プランが決まったらお申込み→④学校
の入学手続き、航空券や海外留学保険などの手配→⑤留
学前のオリエンテーション。そしていよいよ出発です。留
学ジャーナルでは現地でのトラブルに対応する24時間365
日受付の緊急時無料電話相談や、留学ジャーナル海外オ
フィスもご利用いただけるので、帰国まで安心していただ
けますよ。

◆実際に留学を実現するまでの
　プロセスは？

　社会人でもトライしやすい、1週間から行ける「短期留学」もあります！
短期間といえども、海外留学はリフレッシュやスキルアップなど自分だけ
の目的をもって海外で学ぶチャンスです。語学力が初級でも気軽に参加
できるところが短期留学の魅力です。また「語学プラスαコース」として、
午前中に語学を学び、午後にはその土地ならではのスポーツやカル
チャー体験などを組み合わせたユニークなプログラムもあります。最近
は30歳以上に特化した大人向けの語学＆ホームステイプログラムも人気
ですよ。自分の年代に近いクラスメイトと一緒に学び、観光や異文化体
験などのアクティビティも充実している点が好評です。

◆留学って学生じゃないと
　難しいですよね？

◆英語圏以外にも、英語ができると
　行きやすい国ってある？
　フィリピン、セブ島がおすすめです。
フィリピンの公用語はタガログ語と英語
ですが、ほとんどの場所で英語が通じ
ます。最近は語学留学先としても人気
があります。
　綺麗な海でジンベイザメウォッチング
など、手軽にリゾート気分を満喫でき、
英会話の実力を試すにもおすすめです。

「英語が話せる」ことでより自由度の高い旅行ができます！
〈H.I.S.〉

海外
旅行

1人旅も夢じゃない！

　パックツアーとの大きな違いは自由度が高い所がお
すすめポイントです。
　好きな航空会社、好きなホテル、好きなオプショナ
ルを追加、移動手段を鉄道やローカルバスを利用する
など自分で自由に組みあわせられるのが個人旅行の一
番の魅力です。
　英語に自信がついたら、事前に航空券と1泊目のホ
テルだけを予約し、そのあとは全て現地でホテル、行
きたい場所を決めるなんて計画もできます！

◆パックツアーではなく、
　個人で旅行に行く良さは？

　まず、英語が話せることでより安全に安心して旅行を楽しめます。
　例えば日本に帰る飛行機が急遽飛ばなくなってしまった際、英語で「どうしても日本
に明日帰らないといけない」と交渉をしたところ、自分だけでなく同じツアーの参加
者全員、違う航空会社の飛行機に乗ることができたということもあります。
　また、英語が話せると旅行先で違う国籍の友人をたくさん作ることができます。日
本の文化に興味を持っている外国の方はたくさんいます。アニメや日本の歴史を話す
だけでいつの間にか自分の周りにたくさんの人が集まっていたなんてことは少なくあり
ません。海外旅行の醍醐味は異文化を体験すること、そして、日本の良さを自分の言
葉でアピール出来ることです。

◆「英語が話せる」ことで、海外旅行で得することってありますか？

「留学・その他情報」
よりアクセス！
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　私がイーオンの受講を始めたきっかけは、来日した従兄弟たちと
うまくコミュニケーションが取れずとても悔しい思いをしたことで
した。次回会うまでにはしっかり会話できるようになっておきたい
という思いから、まずイーオンキッズの受講を始めました。はじめは
とても緊張していましたが、ネイティブの先生はわかりやすい英語
で話しかけて下さり、初心者の私でも会話が成り立ち、興奮したの
を覚えています。さらに、レッスンの内容に合わせた文法を使って
話して下さるので、ロビーでの何気ない会話からレッスンが始まっ
た気分で、先生と話すためにずいぶん早くからイーオンに来ていた
くらい楽しみでした。そうした毎週のイーオンでの充実した学び
が、英語にたくさん触れられる進路を選んだ理由の一つでもありま
す。レッスンでは大人の方を見て表現について学び、刺激を受けて
います。イーオンで身につけた力で、自分の行っている平和活動に
励み、海外へ行く機会も頂きました。今の目標は、大学進学までに
英検®準１級を取得してTOEIC®L&Rテストにも積極的に挑戦す
ることです。今後もイーオンでの学びを活かし、活動の幅を広げた
いと思います。

充実した学びに刺激を受けて
英語にたくさん触れられる進路を選びました。

イーオン通学歴：2年6ヶ月
長崎校［長崎県］

山口 雪乃 様 高校2年生

　社会人になってから海外旅行が好きになり、現地の人とのコミュ
ニケーションに憧れるようになりました。また、偶然にも外資系企
業に入社し、バイリンガルの同僚に囲まれていたこともあり、英語
に興味を持つようになり英会話を始めました。イーオンに決めたの
は、友人のすすめと、通いやすそうなシステムに魅力を感じたから
です。
　以前、英語力が伸びる実感がなく悩んでいた時にイーオン新宿
南口校の日本人の先生と出会い、英語を学ぶ目的や目標設定、自
分に見合った勉強方法など親身に相談にのってくださったことで、
英語学習への向き合い方が大きく変わりました。それからは、ス
ピーチコンテスト参加、TOEIC®L&Rテストの勉強、オーストラリ
ア短期留学など、英語を通して様々なことに挑戦しました。
　自分の意識が変わると、クラスでの発言や質問も自然と増え、
他の生徒さんからも多くの刺激をもらえます。毎日少しずつ積み重
ねることで、いつの間にか楽しくコミュニケーションがとれるように
なり、今では楽しく英語を学んでいます。今後は、英語を介して多く
の人の役に立つことが私の目標です。

英語学習への向き合い方を変えてくれた
素晴らしい出会いをいただきました。

イーオン通学歴：5年5ヶ月
新宿南口校［東京都］

残間 絢子 様 会社員

　おためしレッスンのポスターを見てイーオンに行き、次 と々先生に
英語でペラペラっと質問されて、ありったけの知っている単語を並べ
て答えたのが2年半前のことです。一番驚いたのは、1回目のレッス
ンに行った時、私に“Hello! Mami!”と一度しかお会いしたことのな
い外国人の先生が声をかけて下さったことでした。え？すごくない？
一度しか、しかも一瞬しか会っていないのに、私を覚えてくれている！
とても感動しました。マネージャーさんも他の先生たちも、とても
Welcomeな雰囲気だったのを今でもはっきりと覚えています。
　そこから本格的にレッスンを始めました。最初は片言の英語だっ
た自分ですが、少しずつ、上達していると感じる日々です。今年の
GWには、ひとりで１週間のフィリピン短期留学にもチャレンジしま
した。飛行機が嫌いで、外国に行くことなど一生ないだろうと思って
いたのに、ここまで自分を動かしてくれたのは、イーオンで学んだこ
とを試してみたい！という気持ちだったのかもしれません。
　子どもたちも自立して、ようやく自分の時間を持てるようになり、残
りの人生とお金を自分のために使おうと、今は楽しくレッスンに通っ
ています。年齢の壁を越え、自分の子どもより若い人たちや自分より
ずっと先輩の方 と々レッスンすることが楽しくて仕方ありません。

イーオンで学んだことを試したい気持ちが
新たなチャレンジにつながっています。

イーオン通学歴：2年5ヶ月
新越谷校［埼玉県］

大山 満美 様 看護師

 僕がイーオンをスタートしたのは「何となく英語が話せたら、見え
る世界が変わるのではないか？」と思ったことがきっかけでした。
それまでは、単語だけ覚えてしまえば会話なんて簡単！と思ってい
ましたが、いざ始めてみると、言葉の順番やルール、使う表現など
が全く違い、改めて「違う言語なんだなぁ」と実感し、どんどん英
語の面白さに引き込まれていきました。イーオン津山校では、クラ
スの中だけでなくロビーでも外国人の先生が英語で話しかけてくれ
るので、毎回とても良い刺激になります。
 もともと英語は好きだけど自信が持てなかった僕が、イーオンでは
先生やスタッフさんに手伝ってもらいながら、英検®にも挑戦しそ
れまで躓いていた英検®3級に無事合格。その後準2級にもチャレ
ンジし、一次試験に一発合格。現在二次試験に向けて勉強中で
す！やっと自信を持って英語が好き、と言えるようになりました。
 今年の夏には、初めての挑戦としてアメリカのサンタフェでショー
トステイをする予定です。日常会話だけではなく、イーオンで習った
表現を使って意見交換をしたり、新しいことを学んだりするのが今
から楽しみです。

先生やスタッフさんのおかげで自信を持って
英語を好きと言えるようになりました。

イーオン通学歴：9ヶ月
津山校［岡山県］

藤本 晴圭 様 高校1年生
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新しい夢、新しい自分。
イーオンで英会話を始めて新しい夢や目標を見つけた
8名の生徒様をご紹介します！

令和に叶える！
私の目標・私の夢

　英会話を始めたのは、英語が好きで将来に英語が活かせればな
と思ったことからでした。英語は話すことができて使えるものとな
り、英語が使えればどれだけ自分の幅を広げることができるだろう
とも思いました。アットホームで相談しやすいサポート体制のある
イーオンに惹かれ、心で密かに航空業界への夢も持ちながら通い
続けました。クラスが上がるにつれ、コミュニケーションをとる相手
も様々になってくるため、国際化が進む世の中で自分の目指す観
光業界や国際事情に対する意見、知識もプラスαで得られました。
こうして身につけた英語力と知識で、将来の夢である航空会社の
海外支店でのインターンシップに参加が決定し、夢が自分の目標
へと変わりました。インターンシップでは全世界のお客様を相手に
サービスの提供を行い、異文化という障壁もあったため、日本での
サービスより難しいものでした。しかし、英語を使ってお客様に寄
り添えたことに、イーオンで英語を勉強してきて良かったと実感し
ました。人の役にも立つことができる、自分を豊かにする英語をさ
らに学習したいと思っています。

英語力と知識を身につけたことで
将来の夢が目標に変わりました。

イーオン通学歴：4年
町田東急ツインズ校［東京都］

桝澤 舞子 様 大学3年生

　イーオンに通い始めたきっかけは、接客業のため外国人のお客
様と英語でコミュニケーションがとりたいと思ったからです。通い始
めた頃は、英語で行われるレッスンに苦労しました。そんな時先生
が「毎日英語に触れるといいよ」と言ってくれたので、構文練習帳を
持ち歩いてすき間時間に聞くのと、出勤前にCDを聞き流すように
しました。今では習慣となりレッスンへの抵抗がなくなりました。
　職場では、外国人の方が来ると以前は自分から話しかけること
ができませんでした。しかし、今では自分から話したい！と思えるよ
うになり積極的に声掛けをしています。同僚からも頼られる存在に
なり、外国人のお客様＝私が担当！という認識ができています。
　また、TOEIC®L&Rテストにも挑戦しています。通い始めた頃は
470点だった私が今では640点まで取ることができました。これは
担任の先生が熱心に教えてくれたこと、カウンセラーの方が励まし
てくれたこと、リスニングの力がレッスンで身についたことで達成
できたと感じています。
　今後は700点が取れるようにスタッフの方に支えてもらいなが
ら、頑張っていきたいと思います。

職場で外国人のお客様に積極的に
声掛けできるようになりました。

イーオン通学歴：3年5ヶ月
カルミア豊橋校［愛知県］

片山 幸子 様 会社員

　私が英会話を始めたのは幼稚園の時です。教室はいくつか変
わっていきましたが、高校の時までずっと英会話教室に通っていま
した。県外の短大に進学するにあたり、英会話からは離れること
に。そこから英会話とは縁のない生活となってしまいました。転機
が訪れたのは就職してしばらく経った頃。職場に外国の方がい
らっしゃいました。通訳の方もおられましたが、あまり日本語は得
意でない様子。これは私も英語で話さねば、と勢い込んだものの
言葉が出てきません。言うべき言葉が浮かばなかったのはとても
ショックでした。もう一度英会話を始めようと思ったのは、その時
です。いくつか英会話教室を見て回り、一番雰囲気の良かったイー
オンに決めました。
　イーオンに入って良かったなと思うのは、フォローアップがしっか
りしていることです。１つのクラスが終わるとカウンセリングででき
ているところ、足りないところを指摘してもらうことで次へのモチ
ベーションにつながります。
　英会話レッスンを再開してからまた時間が経ちましたが、今度は
外で使っていけたら、と思っています。

手厚いカウンセリングで
次へのモチベーションが高まります。

イーオン通学歴：7年3ヶ月
加古川校［兵庫県］

古川 寛子 様 病院職員

　英会話を始めたきっかけは、中学生の時のALTの先生とうまくコ
ミュニケーションが取れず、英語ができたらもっと楽しくお話しで
きるのに！と思ったことがきっかけでした。母親にイーオンを勧めて
もらい、英会話を続けていくうちに、どんどん英語が好きになり、
地元秋田で中学校の英語の先生になる目標もできました。
　イーオンに通っていて良かったのは、高校2年生の時に修学旅行
で行ったオーストラリアでのホームステイ体験で、ホストシスターと
の会話がスムーズにできたことです。自分の言いたいこともちゃん
と伝えられた時は、中学生の時からの上達も実感し、イーオンに
通っていて良かったなと感じた時でした。
　またイーオンのテキストは、レッスン毎に文法・構文のトピック
があるのでポイントが掴みやすく、正確できれいな英語の文章が
話せるようになるところが気に入っています。
　将来は地元の中学校の英語教師として、自分のようにたくさんの
学生さんに英語が話せる楽しさを伝えていきたいと思っています。

将来、教師として英語が話せる楽しさを
多くの生徒へ伝えていきたいです。

イーオン通学歴：5年
秋田アルス校［秋田県］

平泉 李雪 様 高校3年生
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伊藤 加耶 様
宇都宮校［栃木県］

　大学入学時、英語のクラス分けのため、初めてTOEIC®L&Rテストを受験しまし
た。当時のスコアは600点程度でした。中国語にも関心があり、在学中に台湾へ
留学しましたが、他国の留学生との英語力の差を痛感しました。
　社会人になり、今後も英語学習を続けたいと思い、イーオンの体験レッスンを受
けました。カウンセラーの方の丁寧なアドバイスやネイティブの先生とのレッスン
が決め手となり、イーオンでの英語学習を開始しました。グループレッスンでは、先
生から場面に即した自然な表現を学べるだけでなく、クラスメイトと一緒に話すこ
とができるため、楽しく学習を続けられています。また、特にモチベーション維持に
役立ったことは、セルフスタディプログラムです。スピーキングに不安があり、Free 
Writing & Topic Talkを受講した際、先生のフィードバックが励みとなり、回数を重
ねるごとに少しずつ自信がついていきました。短期間で自分の苦手な部分や伸ば
したい部分を集中的に取り組むことができ、英検®対策やTOEIC®L&Rテストの
スコアアップにもつながりました。
　今後もイーオンで楽しく学習を続けながら、会話の正確さと流暢さを磨き、表現
の幅を広げ、さらなる英語力の向上に努めていきたいです。

先生のフィードバックを励みに、確実なスコアアップ。

955点2位2位

公務員

ハイスコアコンテスト

佐野 京子 様
国分寺校［東京都］

　TOEIC®L&Rテスト受験のきっかけは、子育てがひと段落した3年前のこと。就
活の英語面接で「カジュアルな英語」と認定されてしまいました。確かに英語学習と
いえば映画やドラマ、音楽、イングリッシュカフェ通いとすべて遊びの延長でした。
　面接でのダメ出しを機にイーオン国分寺校のドアを叩き、ビジネス英語を学びた
いと相談しました。ラウンドアップレッスンとグループレッスンを楽しく受講しなが
ら、通勤と家事の合間に授業のノートを見直すのが日課でした。スタッフの方は、
常に一歩先のレベルを受講することをご提案くださり、クラスメイトの方々の勤勉
さにも感化され常にモチベーションをキープできました。
　2年が過ぎ、力試しに初めて新テストに挑戦。旧テスト受験の時に比べ文章題の
読解スピードが驚くほど伸びているのを感じました。
　今回のテスト結果を受けて好条件で就業することができました。実力が伴うの
ももちろん大切ですが、スキルをアピールする際、特にファーストコンタクトでは資
格の力は偉大だと改めて実感しました。
　日々の学習成果をチェックするのが目的と心に留めて、当日はリラックスして試
験に臨みました。次も肩の力を抜いて、TOEIC®S&Wテストか英検®にトライしよ
うと思います。

企業とのファーストコンタクトで、資格の偉大さを実感しました。

935点7位7位

会社員

ハイスコアコンテスト

高得点を取得した方や点数が伸びた方をピックアップ！

コンテスト受賞者の声

ハイスコア
コンテスト

のびのび
コンテスト

TOEIC® L＆Rテスト第34回
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900点以上（1～3位） 10,000円相当
900点以上（4位以下） 5,000円相当
850点以上900点未満 3,000円相当

ハイスコアコンテスト

TOEIC® L&Rテストコンテストとは？

※全国上位50名様までを上記の通り表彰します。

1位～3位 10,000円相当
4位～10位 3,000円相当
11位～30位 2,000円相当

※全国上位30名様を上記の通り表彰します。

◆第36回TOEIC® L&Rテストコンテストより上記の表彰内容で実施します。 コンテストのエントリーについては、スクールよりご案内させていただきます。

スコア850点以上を目指します！

＜ハイスコア＞ ●スコアが同点の場合（1～3位および50位の判定方法）
①受験日が早い方を優先
②イーオンでの在籍期間が長い方を優先

＜のびのび＞ ●伸び幅が同じだった場合
①結果スコアの点数が高い方を優先　②結果スコアの受験日が早い方を優先
③イーオンでの在籍期間が長い方を優先

のびのびコンテスト 1回目と2回目のスコアの、伸び幅を競います！

全国のイーオン共通で実施しているスコアを競うコンテストです。入賞者には奨学金として下記金額相当の商品券をプレゼントしています。詳しくはお通いのスクールスタッフにお尋ねください。

入賞判定
ルール

　高校生の時、大学受験勉強をする中で担任の先生から「実践」の大切さを学
び、英会話スクールを薦められたことで、イーオンに通い始めました。進学後はフィ
リピンでの語学研修や来年に控えるシンガポールでのビジネス研修など、国際的
なカリキュラムに臨み、志高くそして何よりも純粋に楽しめていると思います。
　そんな一過程としてTOEIC®L&Rテストに取り組んで来たのですが、就職活動
も視野に入れて学内IPテストだけでなく、公開テストも積極的に受験しています。
先生方から受験回数をこなして「場慣れ」するようにアドバイスを受け、集中力や
瞬発力も高まってきました。また、音読やシャドーイング、ディクテーションをはじ
めとして、特にPart 2の応答問題やPart 5の文法問題など、短時間で練習できるこ
とは日々繰り返して「習慣化」してきました。
　イーオンでは同世代だけでなく社会人の生徒さんとも一緒に語り合えることで、
多様な価値観に触れ、英語以上に学べることがたくさんあります。TOEIC®L&Rテ
ストのスコアアップは、テスト対策だけでなく、留学や就職に対する「目的意識」、
共に学び合い、成長し合える先生や友人、英会話のクラスメイトなど「影響力のあ
る人物」との出会いを持てたことが大きいと思います。これからも常にチャレンジ
を続け、自分の新たな可能性を探求していけたらと思います！

日々の練習を習慣化して、大きくスコアアップ。

260点UP

のびのびコンテスト

3位3位

井手 りりか 様
佐世保校［長崎県］

大学生

585点
845点

　私がTOEIC®L&Rテストの勉強を始めたのは、職場で海外派遣の最低基準が
730点であることを知ったのがきっかけでした。20数年前、全く喋ることの出来な
かった私はイーオンに約2年通い、イギリスでボランティアをするためのテストに合
格出来ました。1年弱イギリスで過ごし、帰国後に日本で看護師免許を取りまし
た。将来、海外で看護師として働きたいという夢があり今の職場を選びましたが、
自分では勉強する時間がとれず、再びイーオンへ通うことにしました。
　イギリス滞在も20年以上前でしたし、学生時代英語が大嫌いだった私は文法を
考えるだけでも嫌気が。でもイーオンの先生方はテストを受ける度に一緒に振り返
りをし、私にぴったりな勉強法を教えてくれました。当初テスト対策クラスをとって
いましたが、文法を学び直すにはラウンドアップレッスンの方が私の性格的にもい
いのでは、と親身になって考えてくれました。また、クラスメイトは留学を目指す高
校生からリタイア生活を楽しまれている方まで多岐に渡り、皆さんの頑張る姿に触
発される日々です。
　TOEIC®L&Rテスト対策としては、好きな本を英語で読む、通勤の車でセルフス
タディやテキストのCDを聞いてシャドーイングする、レッスンの予習復習は必ずす
るなどを実践し、スコアアップに繋がったのではないかと思います。まだ700点の
壁が超えられず目標点数に手が届いていないので、今後もTOEIC®L&Rテストに
挑んでいきたいと思います。

クラスメイトに触発されて、200点アップ。

200点UP

のびのびコンテスト

8位8位

山田 千恵子 様
長崎校［長崎県］

看護師

435点
635点
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　イーオンとKDDI総合研究所が共同開発をした「AIを用いた発音自動評価システム」が、スマホ・
タブレットからも使えるようになりました。この「発音自動評価システム」は、イーオンで人気のラウ
ンドアップレッスンと連動した「シャドーイング＆音読トレーニング」において、発音の正確さや文
のイントネーション等をAIで判定できる画期的な自宅学習システムです。
　音声を吹き込むと自分の発音が点数で表されるので、ゲーム感覚で何度も楽しくトライできま
す。発音上達には繰り返しの練習が大切！ぜひこの「発音自動評価システム」を、皆さんの英語学
習にご活用ください！

今号より全国のイーオンスクールの先生による、英語学習のお悩みにお答えするコーナーがスタートします！
毎号各地域のスクールで活躍する先生が、皆様の学習のお悩みに答えます。ぜひ日々の英語学習の参考になさってください！
今回登場するのは、東京都・銀座校のMoto先生、福島県・会津若松校のJohnny先生です！

※ラウンドアップレッスン教材に対応したシステムです。未対応のレベルもあり。順次全レベルに対応予定。

「AIを用いた英会話スキル評価システム」がスマホ・タブレットからも使えるようになりました！

イーオンの先生がお答えします！

     My advice to all new students at AEON is to make use of all of your AEON resources; your textbooks, 
workbooks, English In Your Pocket books(Kobun-renshucho), AEON Net Campus, and lessons (Are you 
writing down and practicing the extra phrases your teacher writes on the board?).
     For students that have become comfortable in the lessons and their study routines, I recommend 
finding an English drama that you are interested in and that has an English and Japanese script or 
subtitles. Then, choose a character you like from the drama. Next, find a scene that is 30 seconds-1 
minute and use Sound Check, Overlapping, and Shadowing techniques with that scene. After you have 
mastered shadowing the scene, then do role play. Finally, try the phrases you practiced in the lobby or classroom at your school 
when appropriate. 
     For those students that only have about 15-30 minutes of extra time to study per day, then I recommend AEON’s Quick 
Master series from the Self Study Program. It has many common and useful natural phrases organized for you. Also, the CD 
and booklet are set up in order for efficient practice. You also have 12 weekly check tests with your AEON teacher to help keep 
you motivated and give you feedback.
     I know these methods may not be easy at first, but you will grow stronger with each step toward your goal!
     Go for it!

Moto先生
銀座校（東京都）

Johnny先生
会津若松校（福島県）

単語が覚えられません。よい勉強方法はありますか？
お悩み

ネイティブスピーカーが使うような、自然な英語表現を身に付けたいです！
お悩み

　単語を効果的に覚えるには、以下の2つがキーポイントです。
①実際に会話している自分の姿をイメージしながら、覚えたい単語を含んだ例文を感情を込めて声に出して読む。
②例文を声に出して読むときは、頭の中で英文を組み立てながら話すのではなく、英文のメロディーを意識する。
　例えば、proceed [進む]という単語を覚えたいのであれば、その単語を含む
Is your work proceeding as scheduled? （仕事はスケジュール通りに進んでいますか？）という英文の音源を聞
いて、その英文の正しいメロディーを覚えて声に出して読みます。カラオケで歌詞をメロディーに乗せて歌う感じで、
音源を聞いてまったく同じリズム・ピッチ・抑揚で言えるかがポイントです。単語は一つの意味だけをただひたすら覚えてもあまり意味が
ありません。なぜなら単語の意味は文章によって変わるからです。自分が使いたい意味の単語を含んだ例文を、使っている場面をイメー
ジしながら繰り返し音読しましょう。そうすることで単語は実際に使える語彙となります。文章を声に出して読むときに注意しなければい
けないことは頭の中で文字を考えないこと。文字を考えながら練習すると、実際に会話で使おうとする時に頭の中で文章を組み立てなが
ら話すクセがついてしまい、話すときに詰まってしまいます。英文を音読するときは、ひと呼吸で正しいメロディーでスラっと読むようにし
ましょう。イーオン生の皆様はイーオンのネットキャンパス内にある構文練習帳の日本語文を素早く英文に訳す練習に取り組んでください。
日本語訳を見て、1秒以内に正しい英文が言えればOK。日本語を見てすぐに頭に文字を思い浮かべるのではなく、口から英文のメロディー
が自然と出てくるようになるまで繰り返し練習しましょう。

※英検®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.　※S&W means SPEAKING AND WRITING.8
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　外国語を習得するということは、本当に奥が深いことで
す。学べば学ぶほど深みが広がり、終わりがないことを痛
感させられます。だからこそ、時にスランプになったり、い
つになったら極められるのか先が分からず、不安になった
りもします。
　私は、宇宙飛行士の訓練の過程で、英語とロシア語を
学んできました。ロシア語は初めて接する言語で、見慣れ
ないアルファベット、複雑怪奇な文法に頭をよく抱えました。
そんな時、語学の先生から言われて印象深かったことは、
少しずつでも2,000時間くらい接していると、不思議と身
についてくるものよ、という言葉でした。2,000時間と聞
いたときは、先が長いなあと思ったものでしたが、中学校
及び高校の標準の外国語授業が合計700時間位と言われ
ています。プラス週に2時間くらい自習をすれば10年くらい
で2,000時間にいくでしょう。または、毎日4時間ずつ接
していれば、1年半弱で2,000時間になります。赤ちゃんが、
「ブーブー　来た」など二語文を話し出す時期と同じ位で
しょうか。

　余談ですが、ロシアで一年弱訓練をしていた時は、午前
中に4時間ほどロシア語の授業を受けてから、午後に宇宙
船の訓練に入ることが日課でした。夜も、寮の管理人さん
とおしゃべりをしていると本当にロシア語漬けの日々になり
ます。日々接していると、不思議と親近感が湧き、その言
葉のリズムが好きになっていきました。
　私の場合は、英語でもロシア語でも、ネイティブの録音
を聴きながら、自分でも同じ文章を発音してシャドーイング
する練習を心がけていました。ちょっと恥ずかしいですが、
映画の好きなセリフを真似したりもしていました。もちろん、
一人一人より適した習得方法があるでしょうし、時間にこだ
わるものではないと思います。自分なりのやり方を試して、
そして、その言葉を好きになれたら、時間など気にしなくな
る位、外国語を学ぶことが楽しくなっていく、それが理想
なのかもしれません。

山崎 直子 氏
やま　ざき なお　  こ

千葉県出身。2010年スペースシャトル・ディスカバリー号に搭乗し、国際宇
宙ステーション（ISS）組立補給ミッションSTS-131に従事した。JAXA退
職後、内閣府宇宙政策委員会委員、一般社団法人スペースポートジャパン代
表理事、日本ロケット協会理事・「宙女」委員長、日本宇宙少年団（YAC）
アドバイザー、宙ツーリズム推進協議会理事などを務める。著書に「宇宙飛
行士になる勉強法」（中央公論新社）など。
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この秋プレジデントオンラインにて、山崎直子さんと三宅社長の
対談が公開される予定です。


