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プロフィール●1952年岡山県出身。1977年12月アンビック（現イー
オン、現アミティー）入社。子ども英語教室部門長、本社業務企画部長
などを経て、1989年イーオンへ社名変更と同時に、こども英語教室の
アミティー事業本部長。1994年イーオンから分社し、アミティーの代表
取締役副社長、2008年1月アミティー代表取締役社長。
2021年7月1日付で株式会社イーオンの代表取締役社長に就任。

株式会社イーオン　
代表取締役社長　

山﨑　高人
（Yamasaki Takato）

PRESS

ごあいさつ 新しいイーオンキッズが
目指すものは？

イーオンキッズの
ポイントは？ 生徒の皆様へ

イーオンキッズ生徒様&保護者様に贈る英語学習応援情報誌『イーオンキッズ通信』

　この度、株式会社イーオンと、こども英会話教室を運
営する株式会社アミティーは2021年7月1日をもって合
併し、新生、株式会社イーオンとして、新たな門出を迎
えることとなりました。イーオンには、こどもから大人ま
で幅広い世代への英語教育を通して培ってきた実績があ
ります。そこに、私がこれまで代表取締役社長を務めて
おりました株式会社アミティーが持つ、こどもの英語教育
に特化した深い知見を融合し、両社の強みを最大限に活
かしていきたいと考えています。新たなイーオンの代表
取締役社長として、生徒の皆様のご期待に応えることが
できるよう取り組んで参ります。どうぞよろしくお願いい
たします。

　イーオンキッズの教育理念である「世界で活躍できる人
材を育てる」は、これまでと変わりなく継承して参ります。
しかしながら、「世界で活躍できる人材」の定義は、以前
とは変わってきていると考えております。かつては、「海
外に出て、英語を使って活躍する人」のイメージでした。
一方、誰もが気軽に情報や意見を発信できるようになっ
た現代においては、「自国にいながら、自国のことを世界
に向けて発信する人」も含まれてきたと言えるでしょう。
そのためイーオンキッズでは、「英語を駆使して自分の言
葉で世界に発信し、より良い社会づくりに貢献できる人」
を「世界で活躍する人材」と考え、お子様の育成をサポー
トさせていただきたいと思います。

　「世界で活躍する人材」を育てるためには、ただ英語力
を伸ばすだけでは十分ではありません。英語力にプラス
して、「自分の意見を伝える」ことや、「仲間と議論できる
コミュニケーション能力」も大切です。これまで日本人は
「発表は上手だが、質疑応答が苦手」と言われることが多
くありました。つまり、準備をした発表はできるけれど、
周囲の人との意見交換になると途端に言葉が出なくなっ
てしまうのです。
　イーオンキッズでは、クラスでの発表や友達と意見交
換をするアクティビティを取り入れています。レッスンを
通じて英語力が身に付くのはもちろんのこと、大人になっ
てからも一生役立つ「コミュニケーション力」までを身に付
けることができます。

　これからのイーオンキッズは、今まで通り質の高いレッ
スンを提供することはもちろんのこと、オンラインでの学
習環境も充実させて参ります。昨今では、新型コロナウ
イルスの影響により、世界が大きな変化を迫られることと
なりました。今後もいつ、どの様なきっかけで社会に変
化が生じるか分かりません。どの様な時代においても、
力強く生き抜くことのできるお子様を育成すると同時に、
どの様な状況下でも、生徒の皆様が安心して学習できる
サービス提供ができる様、新生イーオンキッズ一丸となっ
て取り組んで参りますので、引き続きよろしくお願い申し
上げます。
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①習い事を上手に両立して、楽しくイーオンキッズに通っている生徒様！

高山 花凛さん
（小学3年生）
札幌本校（北海道）
イーオンキッズ通学歴：
1年10ヶ月

たか  やま か　りん

毎日コツコツと時間を決めて宿題をやることで、うまく両立しています！

学校に塾に部活に習い事…。お子様たちも毎日忙しいですよね。
今回は「忙しい中でもイーオンキッズを続けるコツ」を4名の生徒様に伺いました！ 併せてイーオンキッズの発表会ですばらしい成果を
収めた生徒様、さらにキッズから一般クラスへ継続して頑張っている先輩生徒様もご紹介いたします！

集 ま れ ！ イーオンキッズ

宿題は毎日コツコツと！
ピアノの練習や他の習い事の宿題は毎日コツコツと時間を決
めてやっています。朝の学校に行く前や夜ご飯が出来るまでの
間の15分はピアノの練習、他にも空いた時間を使って他の宿題
を終わらせます。イーオンキッズの宿題は土曜日にお母さんと
しっかりとやって、その後もレッスンまでの間に一人で音源を聞
いたりしています！

Phonicsのテキストで少しずつ読めるようになりました
最初は単語を読むのが難しかったのですが、家庭学習教材の
Phonicsのテキストを始めてからは、テキストの単語を読めるよ
うになりました。また、街中で見かけた英語もPhonicsのルール
に沿って読むことができました。Phonicsのテキストは音源を聞
きながら書く練習も発音の練習も全てできるので楽しく勉強で
きています！

月曜日

ピアノ

火曜日

テニス・スイミング

水曜日

バレエ

木曜日
イーオンキッズ
（英会話+文法）

金曜日

幼児教室

土曜日

バレエ、体操

日曜日

月曜日
スポーツ
鬼ごっこ・塾

火曜日 水曜日

塾

木曜日
イーオンキッズ
（英会話+文法）

金曜日

塾

土曜日

塾

日曜日

月曜日
中学受験期
（小学６年生）

火曜日 水曜日

水泳 習字・ピアノ塾

木曜日
イーオンキッズ
（英会話・文法）

金曜日

塾

土曜日

塾

現在 特別課外学習 習字イーオンキッズ
（英会話・文法） 特別課外学習

日曜日

い　もと

井本 みうさん
（中学１年生）
アルカキット錦糸町校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：
７年５ヶ月

しっかり時間管理をすることで、両立をしています！

両立には、中学受験前の忙しい時もしっかり時間を管理することが大切！
中学受験前の忙しい時は、①学校の宿題は持ち帰らず学校で
終わらせること、②塾などの習い事の宿題は習い事から帰って
きたらその日中に終わらせることを徹底していました。受験勉
強で忙しい時期はとくに効率よくやっていました。中学校に入っ
てからも、学校の課外学習が忙しいので、当時の効率よく学ぶ
姿勢が役に立っています。

イーオンキッズの英語が学校でも役に立ちました！
イーオンキッズで英語を続けているので、学校の単語テストも
満点ばかりです。中間テストや期末テストでもいい点を取れて
いるので、イーオンキッズで身に付いた英語力が中学校の授業
で役に立っていると感じます。イーオンキッズでの学習の方が
内容が進んでいるので、むしろ学校での英語は復習のような感
覚です！

つる　た ゆ　わ

鶴田 弓和さん
（小学６年生）
つくば駅前校（茨城県）
イーオンキッズ通学歴：
９年

宿題は曜日を決めてやっています。
火曜日と日曜日は宿題をやる日と決めています。イーオンキッ
ズの宿題は楽しくできるので、決めた曜日以外でも塾の宿題の
合間に息抜きのような感覚で行うこともあります。イーオンキッ
ズのテキストは海外の文化なども知ることができるので、興味
をもって楽しく勉強ができるのもポイントだと思います。

外国の方とも抵抗なく話せます。
3歳から通っているおかげで、外国の方と話すことにも抵抗が
ありませんでした。小学校中学年の時には、ALTの先生に英語
で話しかけたり、旅行先で出会った外国の方に自分から話し
かけて雑談をしたり、自然と積極的に話せるようになっていま
した。

中学受験を控えた小学６年生。忙しい中でもイーオンキッズを続けている理由は？
中学受験に英語の試験はありませんが、進学校では中学英語の授業がかなり進んでいると友人のお母さんから聞きました。
英語を全くやっていないお子さんが進学校の中学英語に躓いてとても大変そうだということを聞いたので、本人が辛くない
のであれば、６年生でもイーオンキッズの英語を続けたいと思って通わせています。

保護者様に
お聞きしました！

イーオンキッズに通わせていてよかったことは？
外国の方に対して物怖じしないようになったところです。街中で困っている外国の方を見かけると、自分から英語で声をかけに
いって助けている姿をみると、とても頼もしく感じます。イーオンキッズに通って英会話を学ぶことで、外国の方が言っているこ
とがわかると自信になり、率先して話しかけることができるようになったように思います。

保護者様に
お聞きしました！

イーオンキッズに決めた理由は、しっかり英語を学べそうだったから
以前は別の英会話教室に通っていましたが、小学２年生になってからは、将来を見据えてしっかりと勉強ができるところを選
びたいと思ってイーオンキッズに通い始めました。イーオンキッズでは小学生のクラスは２学年ごとに分けられていて、同じ
学年のお子さんと一緒に、しっかりと定着させられると感じました。

保護者様に
お聞きしました！

イーオンキッズの宿題は受験勉強の息抜き感覚で！
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②イーオンキッズ発表会で頑張った生徒様！

③イーオンキッズを卒業し、継続してイーオン（高校生以上の一般クラス）で頑張っている生徒様！

月曜日

部活、剣道

火曜日

部活、塾

水曜日

剣道

木曜日
部活、イーオンキッズ
　　  （英会話・文法）

金曜日 土曜日

部活、塾

日曜日

3歳から続けていることで大学受験の自信になりました
小さい頃から続けていることで、学校の英語の勉強などにそ
れほど時間を割く必要がないくらい英語力がついていまし
た。高校の英単語テストも時間をかけなくてもスッと単語が
入ってきましたし、大学受験の時も、塾には行っていなかった
のですが、英語は自信があった分、他の科目に勉強時間を費
やすことができました。

イーオンキッズで自ら学習する癖がつく！
家庭学習教材を小さい頃から続けていましたが、そのおか
げで英語力だけでなく、勉強をする癖もしっかりと身に付き
ました。毎回先生がしっかりとチェックしてくれていたので、
ちゃんとやらないと！という気持ちで続けられました。その自
ら学習する癖をつけられたことは、大学受験や大学での勉
強でも役に立っています。

3回目の挑戦、中国・四国地区大会に出場
発表会には小学２年生・３年生・４年生と３回チャレンジしまし
た。３度目の発表会では、身振り手振りや気持ちを入れて英語
の暗唱ができました。大きな大会での発表はとっても緊張しま
したが、発表の前には緑井スカイステージ校の先生達が近く
で声をかけて笑わせてくれました。そのおかげで緊張もほぐ
れ、頑張ることができました。

人前で発表する自信がつきました！
自分がここまで人前で英語を使って発表ができたというこ
とが自信にも繋がりました。自信がついてからは、英語が
もっと好きになりました。イーオンキッズの先生からは、発表
の際のイントネーションや文のまとまりで区切って読むなど
のコツを教えてもらいました。このコツは学校の授業や英検
の２次試験でも、とても役に立ちました。

高校生・大学生になってもイーオンを続ける理由！（イーオンキッズ卒業生）

たか  はし と　 き

高橋 杜季さん
（中学２年生）
豊洲シエルタワー校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：
２年３ヶ月

小山 帝智さん
（大学３年生）
枚方T-SITE校（大阪府）
イーオンキッズ～
イーオン通学歴：
17年6ヶ月

こ　やま たい   ち

休日を活用して宿題を終わらせ、後回しにしないことが大切です

みなみ の ゆ　 り　 な

南野 優里奈さん
（中学２年生）
緑井スカイステージ校（広島県）
イーオンキッズ通学歴：
11年2ヶ月

３歳児からイーオンキッズに通わせていてよかったことは？
たくさんあります。長く続けてきたおかげで、中学１年生で英検準２級に合格する英語力もつきました。また大きな発
表会やレッスンを通して人前で話す力がついたことで、英語力だけでなく日常生活でも積極性が身に付いたと思い
ます。イーオンキッズでは本当にすごく良い経験ができています。
イーオンキッズの先生は子どもとも親とも距離が近いのでなんでも話せる雰囲気がとても好きです。

保護者様に
お聞きしました！

発表会での経験が自信に繋がり、英語がもっと好きになりました！ イーオンキッズ発表会　
中国・四国地区大会　
2017年度出場

将来の可能性を広げるため、イーオンを続けています
単純に英語が好きということだけではなく、英語ができることで将来の選択肢の幅がとっても広がると思い、イーオンを続けています。
これまで英語を勉強していて、英語ができれば、自分で選べる将来の可能性がどんどん広がっていくと感じました。また、高校生以上
の一般クラスは社会人など年上の方と話すので、相手に伝わるように説明をする力も身に付き、英語以外のスキルも身に付けること
ができます。

宿題は休日を有効活用！
基本的にイーオンキッズの宿題は、後回しにするのが嫌な
ので休みの日にやることが多かったです。学校の宿題は出
たら時間のある時にやるようにして、できる限りため込まな
いようにしていました。
休日を有効活用することで、部活や剣道も思う存分できま
すし、イーオンキッズも楽しめます。

少人数クラスで意見を言いやすい環境
イーオンキッズは、１クラスが少人数なので、とても勉強しや
すいです。学校の授業では大人数で学ぶことが多いので、
そういった少人数で勉強できる環境というのはとても嬉し
いです。自分の意見を言いやすい雰囲気だったり、疑問に
思ったことをその場で解消できるので、しっかりと飲み込む
ことができます。

英会話力は一朝一夕で身に付くものではないため、「学習を継続すること」はとても重要ですね。効率の良い学習スケジュールの立て方に悩む時には、
ぜひイーオンキッズの日本人教師やカウンセラーにもご相談ください。また、資格取得や発表会などの「イベント」に参加することも、モチベーション
の継続に役立ちます。イーオンキッズでは様々なイベントをご用意していますので、ぜひお子様の学習モチベーション向上に役立てていただきたいと
思います。英語力に加えて、大人になっても役立つ学習態度や積極性も身に付けられるのがイーオンキッズ。先輩の体験談を参考に、皆さんも引
き続き頑張っていきましょう！

先生のアドバイス通り練習をして英語力アップにつながりました
小学6年生からイーオンキッズを始めました。初めての英会話は難しく感じることもありましたが、先生に予習用教材の絵本（ストー
リーブック）をオーバーラッピングをしながら読むと良いとアドバイスをもらって家でたくさん読みました。また6年生の時にしっかり
と勉強したおかげで中学校に入ってからはわかる英語が格段に増えたように思います。
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豊中校 Ｍ.Ｙ 小学４年生
目白校 Ｔ.Ｋ 小学５年生
諏訪ＳＰ校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
千里中央校 Ｎ.Ｎ 小学６年生
調布校 Ｈ.Ｈ 小学６年生
鳴海校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
泉佐野校 Ｋ.Ｆ 中学１年生
エルミこうのす校 Ｎ.Ｙ 中学１年生
北習志野校 Ｆ.Ｋ 中学１年生
西宮北口校 Ｙ.Ｈ 中学１年生
浦和校 Ｓ.Ｉ 中学２年生
柏マルイ校 Ｈ.Ｓ 中学２年生
岐阜校 Ｙ.Ｗ 中学２年生
下北沢校 Ｍ.Ｕ 中学２年生
湘南藤沢オーパ校 Ｍ.Ｗ 中学２年生
多摩センター校 Ｙ.Ｏ 中学２年生

千葉センシティ校 Ｔ.Ｓ 中学２年生
塚口校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
つくば桜校 Ｍ.Ｅ 中学２年生
豊中校 Ｋ.Ｓ 中学２年生
長崎校 Ｓ.Ｎ 中学２年生
原校 Ｓ.Ｍ 中学２年生
枚方T-SITE校 Ｈ.Ｆ 中学２年生
福島校 Ａ.Ｔ 中学２年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｍ.Ｋ 中学２年生
本八幡校 Ｕ.Ａ 中学２年生
我孫子校 Ｙ.Ｍ 中学３年生
いわきラトブ校 Ｒ.Ｏ 中学３年生
エキシティ広島校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
エスパル山形校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
大府校 Ｍ.Ｓ 中学３年生
岡山駅前校 Ｔ.Ｍ 中学３年生

掛川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
京橋校 Ｙ.Ｙ 中学３年生
佐賀校 Ｒ.Ｆ 中学３年生
志木校 Ｋ.Ｉ 中学３年生
シャオ西尾校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｒ.Ｏ 中学３年生
つくば桜校 Ｌ.Ａ 中学３年生
中村公園校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
中村公園校 Ｋ.Ｕ 中学３年生
那覇国際通り校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
光が丘校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
船橋FACE校 Ｒ.Ｈ 中学３年生
松戸校 Ｋ.Ｇ 中学３年生

松山校 Ｈ.Ｎ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｆ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｈ.Ｉ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｅ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ｓ.Ｆ 中学３年生
目白校 Ｓ.Ｎ 中学３年生
本八幡校 Ｎ.Ｈ 中学３年生
本八幡校 Ｔ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｍ.Ｉ 中学３年生
ラブラ２新潟本校 Ａ.Ｗ 中学３年生
和歌山ガーデンパーク校 Ｗ.Ｉ 中学３年生
蕨校 Ｓ.Ｍ 中学３年生

英検®及び英検Jr.®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 ETS.  This publication is not endorsed or approved by ETS.　＊L&R means LISTENING AND READING.

勉強法は必ず5級から復習すること
毎回英検を受ける前には、5級からもう一度単語やテキ
ストを復習しています。例えば準２級を受験するなら、5
級→4級→3級→準2級という流れです。いきなり準2級
の勉強をすると単語の多さや文法の難しさに驚いてし
まうので、5級に戻って勉強していくとスムーズに進め
られました。毎日30分程度は必ず勉強しています。

ジュニアの資格試験を受けていたので、
試験に抵抗がなく受験できています
英検Jr.テストや国連英検ジュニアテストを小さい頃
から受験していました。ジュニアのテストはテストと
いうよりゲーム感覚で試験を受けられたので、テスト
を受けることに抵抗なく、英検に変わってからもすん
なりと受験できています。

イーオンキッズでのレッスンは週３回、試験前にはプライベートレッスンでも対策
イーオンキッズでのレッスンは、外国人教師の英会話クラス・日本人教師の英会話クラス・文法クラスの３つを受講する、
スーパーキッズコースで通っています。
英検の試験前には、プライベートレッスンを追加して自分の苦手なところも補強していきます。
イーオンキッズのレッスンが大好きなので、毎回楽しく通いながら、英語力を身に付けています！

小学６年生で英検®準２級に合格！

イーオンキッズの教師から教えてもらった、
英検勉強法は？
単語や熟語だけを覚えていくのではなく、長文の中で
覚えていく練習をすると良いと教えてもらいました。こ
の方法だと、すごく分かりやすくて勉強になりました。ま
た熟語を定型文のように覚えられることで、英検の筆記
だけでなく、学校のライティングテストの際にも使えて
とても役に立ちました。

イーオンキッズのレッスンで
英検合格レベルの英語力が身に付きました！
英検の対策としては普段のイーオンキッズのレッス
ンと参考書を少しずつ取り組んでいました。そこまで
まとめて集中的に英検の勉強という感じではなく、
普段のレッスンをしっかりと受けることで、英検合格
レベルの力がついたように思います。

レッスンの合間は、ロビーで大人の生徒さんに交じって先生と会話しています！
いつもレッスン前後などの空き時間には、ロビーで大人の生徒さんと先生と一緒に英語でお話をしています。
大人の方とお話する経験や、英語でフリートークをしながら実践力が身に付いたように思います。
ここでの経験が、英検の２次面接の場面でも役に立ったと思います。

中学１年生で英検®２級に合格！

2020年度の英検では、全国でのべ3855人のイーオンキッズ生が英検を受験し、うち3044人が見事に合格しました。年間の合格率は79.0％と高い水準を保って
います。2020年度は新型コロナウイルスの流行により、これまで通り受験ができなかったという生徒様も多かったと思います。しかし例年とは異なった状況でも受
験された方々は素晴らしい成績を収めています。特に５級～３級までの合格率は75％以上、準２級も70％近くの方が合格されました。イーオンキッズでは、目標に向
かって学習を頑張るお子様たちを今後もサポートしてまいります。

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®、TOEIC® L&Rテスト、国連英検ジュニアテスト、英検®Jr.の資格取得を目指します。
また、イーオンキッズは小学校6年生までに英検®3級、中学校卒業までに英検®2級合格を目指しています。

イーオンは、資 格 取 得 にも力を入れております。

●イーオンキッズ全体（幼児・小学生・中学生）
●2020年度　英検®合格者データ

【英検®合格率調査報告】

資格試験において、優秀な成績をおさめた生徒様をご紹介します。合格に向けた勉強法なども聞いています！ぜひ参考にしてみてくださいね♪
【資格試験に合格した生徒様の声】

●高校生　準1級・1級合格者

受験者数

合格者数

合格率

準1級

386名

112名

29.0％

1級

12名

2名

16.7％

合計

398名

114名

28.6%

受験者数

合格者数

合格率

最年少
合格者の
年齢

5級

740名

729名

98.5％

5歳

４級

868名

749名

86.3％

6歳

３級

1179名

902名

76.5％

小学1年生

準2級

759名

521名

68.6％

小学1年生

2級

272名

133名

48.9％

小学3年生

準1級

37名

10名

27.0％

小学5年生

合計

3855名

3044名

79.0％

川村 日彩さん
（小学６年生）
大府校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：１１年８ヶ月

2020年度　第２回 英検®準２級合格
2019年度　第２回 英検®３級合格
2018年度　第２回 英検®４級合格
2017年　　英検Jr.®GOLD取得

かわ  むら ひ　いろ

谷川 いち佳さん
（中学３年生）
大橋校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：１２年４ヶ月

2021年　　TOEIC Bridge®L＆Rテスト 92点
2019年度　第3回 英検®２級合格
2018年度　第1回 英検®準２級合格
2016年度　第2回 英検®３級合格

たに  かわ か
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イーオンキッズで身に付く英 会 話 力 +α
皆さんもご存じのように、2020年度から小学校、2021年度から中学校で新学習指導要領に則った授業が始まりました。新たに導入された学習指導
要領では、「表現力・判断力・思考力」を身に付けることが目標とされています。学校での英語の授業内容が刻々と変化する中、今のお子様たちにはど
のような学習が必要なのでしょうか。
本誌での生徒様・保護者様へのインタビューを通して、イーオンキッズ生の保護者様はお子様に、「英語でどんどん発信する力を身に付けてほしい」、
「海外の方の様々な意見を聞いて理解できるようになってほしい」、「自分で判断できる力をつけて視野を広げてほしい」等、英語力だけでなく「発信
力」や「コミュニケーション力」を身に付けることも願っていると感じました。
また、イーオンが2021年8月に一般保護者を対象に実施した「英会話に関するアンケート調査（※）」では、「将来に向けてお子様の伸ばしたい能力」と
して「自分で物事を判断する力（判断力）・考える力（思考力）」を上げたいという方が多い結果となりました。

「英会話」はコミュニケーションのための「手段」であり、「英語そのものを学んだら終わり」というわけではありません。お子様の英会話力習得では英語
力はもちろんのこと、「英語を使って何かをする力」も養う必要があります。イーオンキッズのカリキュラムは英語の知識を増やすだけではなく、「英語
を使って友達と何かをする」「英語を使って物事を考える」という力を一緒に身につけることができる内容となっています。

イーオンキッズのカリキュラムでは「聞く・話す・読む・書く」をバランスよく身に付けられます。英語でのやりとりや発表だけでなく、ラ
イティングやリーディングの練習でも常にクラスメイトとコミュニケーションを取りながら進めるので総合的に英会話力を高めます。
ここでは特に、お子様に身に付けてほしい「伝達力・表現力・判断力・思考力」が養われるアクティビティを一部ご紹介します。

プレゼンテーションでは聞き手を意識した発表練習を通して、「伝達
力」「表現力」を養います！

クラスメイトと話し合い、アドバイスをし合いながら、ライティングの
練習でも「判断力」「思考力」「コミュニケーション力」を養います！

「お子様の英会話習得において、最初に学ばせたいのは「リスニング
（聞くこと）」。また「英会話に必要だと思う語学力以外のスキル」は、
1位が「伝達力」、2位が「表現力」。さらに「将来に向けてお子様の伸
ばしたい性質」については「判断力・思考力」が多い結果となりまし
た。総じて、「コミュニケーション」に必要な項目が上位に挙がってい
ることが分かります。

※調査時期・対象：2021年8月、全国5歳～15歳の子どもを持つ保護者 約500人を対象に「子どもの英語・英会話学習」調査を実施

イーオンキッズで
できること

英会話に必要だと思う語学力以外のスキルは

人数

覚える力（暗記力）
伝える力（伝達力）

自分で物事を判断する力（判断力）
表現する力（表現力）
考える力（思考力）

応用する力（応用力）
友達と仲良くする力（コミュニケーション力）
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55
144

27
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95

英語4技能のうち、最初に何から学ぶのか効果的か

人数

リーディング（読む力）

リスニング（聞く力）

ライティング（書く力）

スピーキング（話す力）

0 50 100 150 200 250 300 350 400

377

16

35

101

小学生カリキュラム：English Ocean 中学生カリキュラム：English Journey

★毎ユニットでプレゼンテーションを実施
English Oceanは、6週間で1ユニット（ひとつのまとまり）を学習する構成となっ
ています。6週目にはそれまでに学んできた内容を元にプレゼンテーションを行い
ます。ただ発表するだけではなく、「クラスメイトとのやりとり」「発表の仕方」「発表
の聞き方」を意識し、相手に伝わる英会話力を養っていきます。

★ライティングでは読み手を意識しながら推敲を重ね、論理的に考える「思考
力」や、伝えたいポイントを判断して構成を練る「判断力」も身に付きます。クラ
スメイトとお互いに書いたものを読み、アドバイスをし合いながら進めるなどコ
ミュニケーションを取りながら、まとまった量の文章を書く力を養成します。

将来に向けて、お子様の伸ばしたい能力は

人数（複数回答）

覚える力（暗記力）
伝える力（伝達力）

自分で物事を判断する力（判断力）
表現する力（表現力）
考える力（思考力）

応用する力（応用力）
友達と仲良くする力（コミュニケーション力）

その他
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