
この度、英会話業界のリーディングカンパニーである英会話イーオンと、
SAPIXブランドを擁し受験指導に強みを持つ日本入試センターが業務提
携契約を締結しました。今後は互いのノウハウを共有することで、新たな英
語教育の可能性を創出していきます。今後の展開にぜひご期待ください！ 
詳細は、こちらをご覧ください。 https://www.aeonet.co.jp/company/information/newsrelease/1911121100.html

まるで海外にいるようなリアルな英会話を体験できると話題の施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）」。イーオンキッズは
TGGとコラボし、2019年7月28日（日）にサマーアドベンチャー、12月15日（日）にクリスマスアドベンチャーを開催しました。事前に
イーオンスクールで練習した英会話をTGGで実践！飛行機やレストランなど９つの生活シーンを舞台に、それぞれの場所でミッション
をクリアしていくため、参加した皆様は一生懸命英語でコミュニケーションをとっていました！

イーオンキッズでは全国各地で発表会を開催しています。
2019年は九州地域、中国四国地域、そして東日本地域で発表会を開催しました。
各発表会ではそれぞれの地域に通うお子様たちが、各校、各エリアでの予選を
勝ち抜き、本選に出場。どの地域の出場者も英語力、表現力ともに
レベルがとても高く、審査員の先生方も驚いていました。

●インプット⇔アウトプットの大切さを感じ、このような
体験が子どものモチベーションを上げていくんだろうと
実感しました。（小２保護者様）

●外国人と臆することなく話している姿を見て
成長を感じました。（小４保護者様）

●修学旅行で来年ニュージーランドに行く前に貴重な体験が
できてとても良かった！自分の足りない所や、会話をする
楽しさを見つけられました。（中3生徒様）

「英会話イーオン」とSAPIX等を展開する
「株式会社日本入試センター」が業務提携契約を締結！

×

お知らせ

話題のTOKYO GLOBAL GATEWAYとイーオンキッズのコラボ企画！
サマーアドベンチャー、クリスマスアドベンチャーを開催しました！

人前で堂々と自分を表現する
イーオンキッズ発表会を各地で実施！

イベント
レポート

イベント
レポート

参加者の声

〈開催概要〉
●イーオンキッズ九州地区発表会：2019年9月7日（土）
●イーオンキッズ中国・四国地区発表会：2019年11月9日（土）
●イーオンキッズ東日本発表会：2019年11月17日（日）

イーオンキッズは今後も、英語を話す喜びを感じていただけるよう、レッスン以外でも
英語を使う場、披露する場を提供していきます。

2020年もTGGとのコラボイベントを開催予定です。詳しくは、スクールスタッフまでお問い合わせください。

夏休みに開催したサマーアドベン
チャーには、茨城県、長野県、遠く
は鹿児島県からもご参加いただ
き、盛り上がりました。 

クリスマスアドベン
チャーでは、外国か
ら来たサンタさん
と一緒にクラフト
作成もしました。

8
誌名：イーオンキッズ通信　発行：株式会社イーオン　https://www.aeonet.co.jp/　東京都新宿区西新宿6-10-1日土地西新宿ビル16F　発行月：2020年3月

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』

2020年4月、いよいよ小学校で新学習指導要領がスタートしま

す。英語教育につきましても、これまで小学校5、6年生に導入され

ていた「外国語活動」が3、4年生に前倒しされ、5、6年生で「教科

としての英語」が始まります。

社会のグローバル化が加速し教育課程も大きく変わっていく。

現代のお子様、保護者様は、未知のことが多く不安になることも

あるかもしれません。しかし英語に関して言えば、イーオンキッズで

学んでいる皆様は何ら不安に感じる必要はないと思います。

イーオンキッズではかねてから「英語4技能」の重要性を謳って

きました。日本人の英語指導法を40年以上研究・開発する専門

機関「イーオン語学教育研究所」で独自開発をしてきた教材・カリ

キュラムは、「話すだけ」や「書くだけ」ではない「バランスの良い英

語力」を伸ばすことを常に目指してきました。さらに2016年には小

学生向け教材を時代に合わせて一新し、新学習指導要領にも通

じる問題解決能力やコミュニケーション能力、チームワーク力など

も高まるレッスンを提供しています。

普段からイーオンキッズのレッスンを積極的に受講していただけ

れば、英語4技能は確実に身につきます。つまり、この先教育課程

や受験制度がどのように変化しようとも、必要な時に、必要な方法

で、普段から磨いてきた英語力を発揮すればいいだけなのです。

もう一つ、ぜひ覚えておいていただきたいことがあります。それ

は、英語学習は「目的」ではなく、人生を豊かにするための「手段」

の一つであるということです。英語ができると、日本語では手に入り

にくい最先端の情報が手に入り、新しい価値観に触れることもで

きるでしょう。英語を通して、皆様の世界はより一層広がっていくに

違いありません。

今後日本社会がどのように変化しようとも、総合的な英語力を

身につけておくことの大切さは変わらないと、私たちは考えていま

す。イーオンキッズは今後も英語教育を通して、生徒の皆様が夢を

叶え世界に羽ばたいていけるようお手伝いしていきます。これから

も一緒に頑張っていきましょう。
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三宅 義和
み   やけ よし  かず

1951年、岡山県生まれ。大阪大学法学部卒業。1985年イーオン入社。人事、社員研修、企
業研修などに携わる。その後、教育企画部長、総務部長、イーオン・イースト・ジャパン社長を経
て、2014年イーオン社長就任。一般社団法人 全国外国語教育振興協会元理事、NPO 小
学校英語指導者認定協議会理事。趣味は、読書、英語 音読、ピアノ、心身統一合氣道。

株式会社イーオン　
代表取締役社長

英語力を身につける真の意味とは
～変わらぬ英語4技能の重要性～

　2019年12月に書籍「対談④！プロフェッショナルの英
語術」（プレジデント社）が発刊されました。 
　社長の三宅が脳科学者、俳優、スポーツ選手、宇宙
飛行士など、さまざまな世界で活躍するプロフェッショ
ナルと、グローバルに活躍できる人材について語り合っ
ています。ぜひご覧ください！ 



英語が大好き！ どんどん伸びるよ 英語力

今回のテーマは
「イーオンキッズで学んだ英語で、
できた/できるようになったこと」。 
全国で楽しく学習している、生徒様の声をご紹介します。

娘が英語に興味を持ったのは、たまたま無料で配布されていた英語
DVDを見てからでした。何度も見ているので、3歳半になった時に「英語
習ってみる？」って聞いたところ、「やりたい！」と言ったことが始まりです。 
イーオンキッズの体験レッスンから始まり、4歳から週1回で通っていま

すが、レッスンがある日を楽しみにしています。最初は途中で行くのを嫌
になってしまうかなと思っていましたが、この2年間で「行きたくない」と
言った日はありません。 
イーオンキッズに通うようになって変わったことは、英語のドリルを欲し

がり、レッスン日以外での学習を嫌がらず、英語や他の勉強も自ら学ぶ
ことが習慣付いたことです。普段の生活の中でも「これは英語なら何？」
「わからないから調べてみよう！」など、英語を知りたいと思う心が少しずつ
増えているようにも感じます。また、英検Jr.を受け、合格できたことも娘の
達成感につながったと思います。 
外国人の先生に教えていただいているためか、外出先で外国人の方

に出会った時には“Hello!”と挨拶できるようになっています。いつも楽し
そうに英語の歌を歌ったり、単語を学んだりしている姿を見ているので、
このまま英語に慣れ、経験を積んで、自分の意見を英語で言えるぐらい
のレベルにまでなってくれると嬉しいです。 

上大岡校（神奈川県）
イーオンキッズ通学歴：２年1ヶ月

山内 瑞葵 さん（年中）
やま うち みず  き

イーオンキッズ入学前にも幼稚園で英語に触れていたものの、大人
数なので自分を出せずにいた娘が、最近では外出先で英語を見つける
と単語を読み、わかると「○○だ！」、わからないと「あれは何て読むの？」
と自然に英語に親しみ、繰り返し声に出して「覚えたい」という姿がよく
見られるようになっています。 
参観日でレッスンを拝見させていただいたとき、先生が子どもたちに

一つずつ丁寧に説明しながら進めていく様子を見ながら、親の私もい
つの間にか参観ではなく参加していました。「なるほど！」「この時はどう
なるのだろう？」と知りたくなる、興味をそそるレッスンをしてくださることが
子どもの意欲につながり、わかることで英語が苦手から好きに変わった
のだと思います。習い始めのころは宿題をしていても「わからない」の言
葉が多く、必ずそばにつき一緒に行っていたのですが、日々のレッスン
で少しずつ理解していくことで今では「大丈夫！一人でできるよ！」と苦手
意識があった英語に対し、自信をもって取り組めるようになりました。
現在は予習復習の他にも、CDを聴いたりDVDを観たりして英語に

触れています。ダンスを習っているので、将来いろんな国の人と英語
でコミュニケーションを取りながら踊りたい！という夢に向かって頑張り
ます。

アリオ仙台泉校（宮城県）
イーオンキッズ通学歴：11ヶ月

板垣 寧々 さん（小学校３年生）
いた がき ね 　 ね

イーオンキッズに通うようになり、習った単語を言ってみたり、既習の
センテンスを日常生活の中で使ったりしています。英語に対して積極的
になれているのは、テキストで習ったセンテンスがストーリーブックのお
話の中に出てきたり、レッスン中、先生とのゲームを通して何度も言った
りと、楽しみながら英語を学ぶことで、日常生活で自然に英語が出てくる
ようになったからだと思います。英語を話すことの楽しさがわかったの
か、旅行会社の前に陳列されている海外旅行のパンフレットをもらって
きては、「この国の人は英語を話すの？」「行ってみたい！」と言って家で
地球儀とパンフレットの写真を見ながら親子で妄想世界旅行談義に花
を咲かせています。
これから世界のいろんな国々の人たちと接する機会も多くなると思い

ます。本人はまだ小さく将来的ビジョンはわからないと思いますが、親と
して願うことは、海外の方に出会ったとき、物怖じせず積極的に“Hi！
Where are you from?”と声をかけ、そこから世界にはいろんな人種
の人たちがいて、その各国の文化の違いを知り、またそれらを尊重でき
るような視野の広い女性になってほしいということです。それを実現する
ためには、まずは世界共通語の“English”を学ぶことだと思っていま
す。イーオンキッズの英語教育メソッドはこれからの英語教育には最適
だと思っています。

久留米校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：２年６ヶ月

桑名 瑛未 さん（年長）
くわ　な え　 み

国連英検ジュニアテストPreAコースの合格をきっかけに、英検５級
にチャレンジしたところ、イーオンキッズの先生のご指導のおかげで、高
得点で合格することができました。年長さんの時に、先生から英検5級
の過去問を初めて見せていただいたときは、英文の多さにやる気を失っ
てしまい、無理をさせてしまうのではと、勉強することをあきらめていまし
た。小学生になり、試験1ヶ月前に問題集をやり始めると、不思議と解
ける問題が多く、リスニングはほとんど聞き取れていることに驚きました。
それは、外国人の先生とのレッスンで、ネイティブの正しい発音を小さい
頃から聞いていたため、聞く力が自然と身についていたから。そして何よ
りも、長年通ってきて、信頼している先生が、「合格すると思うから英検
受けてみたら」「リスニングは満点取れるよ」と娘の背中を押して、自信
をつけてくださったおかげだと思います。家庭学習でも、先生がどんどん
レベルアップした教材を薦めてくださるので、娘もモチベーションが上が
り、それについていけるよう、日々頑張っています。小学校低学年のうち
に英検3級合格を目指して、これからもチャレンジしていきたいです。

つくば桜校（茨城県）
イーオンキッズ通学歴：６年

中村 葵琴 さん（小学校１年生）
なか むら き　 こ

イーオンキッズ集まれ！
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卒業生のご紹介

海外旅行でマカオに行ったとき、プールのウォータースライダーの場
所を係員に一人で聞きに行くことができました！英語の文章を自分で考
え、「これで合ってる？」と母である私に確認したあと聞きに行き、帰って
くると「あっちのほうにあるって！」と聞き取れていたので、びっくりしまし
た。これはイーオンキッズで学び、単語が読めるようになったことが自信
に繋がったためだと思います。最初はフォニックス一音一音を覚えるこ
とから始め、今ではフォニックスを使ってたくさんの単語が読めるように
なりました。また、外国人の先生の会話クラスを受講しているので、物怖
じせずに質問することもできています。 

現在は周りのお友達で英語が話せたり、英検を取ったりしている子
がいるので、自分も負けたくないという気持ちで頑張っています。また、
外国人の先生の話していることは何となくわかっているみたいですが、
自分から話すことができないので、もっと話せるようになりたいと思って
います。本人の目標である留学・ホームステイに向けて、ネイティブレベ
ルで話せるようになって欲しいと思っています。また、2019年第3回英
検で2級を受験予定なので合格を目指して頑張ります。

鳴海校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：９年３ヶ月

イーオンキッズ池袋本校→
イーオン池袋本校（東京都）
通学歴：８年11ヶ月

柴田 歩佳 さん（小学校６年生）
しば   た ほの   か

道で外国人に話しかけられても、すぐに英語が出てきて、ある程度
ちゃんと会話ができるようになりました。スーパーまでの道のりや電車の
停車駅について聞かれたことがありますが、ちゃんと聞き取ることも答え
ることもできました。これは、ネイティブの先生と会話して「話すテンポ」
が鍛えられたからだと思います。レッスンで、先生が英語で話した内容を
すぐに理解し、そのあとすぐに返事をするという練習を継続して何度もし
ていたのが良かったのだと思います。イーオンのテキストには絵があって
分かりやすいし、カジュアルなフレーズも出てくるので、ナチュラルな英
語で話せます。また、学校で習っていない単語を学べるので単語力もつ
きますし、長い文章を読む練習があるので長文も得意になりました。

今では教科の中で英語は１番好きだし、学校のテストはイーオンで
習った知識で解決できるものが多く、いつも点数が良いので、クラスで
「英語は１番！」という自信があります。2019年10月に合格した英検2
級でも、スピーキング練習をしていたからこそ、自信を持って二次試験を
受けることができたのだと思います。2020年6月には準1級にチャレン
ジします！また、ユニセフなどのボランティア活動にも興味があるし、留学
もしたいと思っています。そして将来は、まだ漠然としていますが英語関
係の仕事につきたいと思っています。

泉佐野校（大阪府）
イーオンキッズ通学歴：２年11ヶ月

岡村 柚香 さん（中学校２年生） 
おか むら ゆず　か

イーオンキッズ東広島校→
イーオンキッズ緑井スカイステージ校→
イーオン緑井スカイステージ校（広島県）
通学歴：13年10ヶ月

イーオンの学習でリスニング力が鍛えられたので、学校のテストのリス
ニングが楽になりました。また初対面の外国人の方と話す時に緊張し
なくなり、何よりも自分の話が相手に伝わり、会話がはずむことを楽しめ
ています。これは、外国人教師のレッスンで度胸がついたり、レッスン前
にロビーで先生と学習した文法を使って話そうと努力したりする機会が
あったからだと思います。
オーストラリアに短期留学し、伝えたいことを文章にするのがわからな

い時は、単語だけでも伝えることを心がけたので、ホストファミリーやその
友だちと人一倍仲良くなることができました。また、広島国際ジュニア
フォーラムに参加した時、海外の方へ、間違いを恐れずに伝えることを
積極的に行いました。こうした経験をすることで、英語でのコミュニケー
ション力が自分に備わっていることを改めて感じました。
イーオンキッズの皆さんに伝えたいことは「予習・復習が大切」という

ことです。レッスン前に「今日はこんな文章が話せるようになるんだな」と
準備できていると、その文法を覚えやすくなります。また、習った文章を自
分が使いこなせるようになるための反復練習こそが上達への近道だと
思います。英語が使えるようになると、自分の世界が広がります。みなさ
んにもぜひその体験をしてもらいたいです！

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商品を差し上げます。

岸岡 初範 様（高校１年生
）きし おか はつ のり

新村 結菜 様（高校２年生
）しん  むら ゆい   な

私の通学している高校では、英語の授業は外国人の先生が行いま
すが、英語が普通に聞き取れ、緊張もなく授業を受けられています。ま
た、日本人の先生が行う文法の授業は、会話を先に進めていましたの
で、会話の単語と文法の単語が結びついたとき、この発音の単語は、こ
ういうスペルだったのかと再発見ができ、授業を楽しく受けられています。
また私の高校では、学年ごとに英検の取得目標（級）が設定されてい

ますが、私は中学生の時に学校が目標としている以上の英検２級に合
格していました。イーオンキッズで、ネイティブの英語を聞き、楽しく英会
話の練習をしていたおかげで、問題なくリスニングテストが聞き取れ、ま
た二次試験でもスムーズに面接を行うことができました。小学校低学年
の頃より、楽しく外国人の先生と話していたおかげで、英語に対する苦
手意識がなくなったのが良かったのだと思います。余談ですが、海外で
発売している日本語に翻訳されていないゲームもできるようになりました！
私は学生のうちに、英検®１級、           Listening & Reading Test

（以下、　　　 L&R）990点を取得することを目標に、これからも頑張
りたいと思っています。始めは大変でしたが、やはり「継続は力なり」で
す！お互いに頑張りましょう！

TOEIC®
TOEIC®

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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級/対象 学校名 イニシャル 学年 学校名 イニシャル 学年
小山校 Ｒ.Ｋ 中学２年生
多治見校 Ｙ.Ｏ 中学３年生
出雲校 Ｔ.Ｏ 高校１年生
大阪マルビル校 Ｓ.Ｈ 高校１年生
仙台ロフト校 Ｒ.Ｆ 高校１年生
松山校 Ｋ.Ｈ 高校１年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｈ.Ｕ 高校１年生
新瑞校 Ｒ.Ｓ 高校２年生
池田校 Ｃ.Ｆ 高校２年生
エスパル山形校 Ｋ.Ｓ 高校２年生
掛川校 Ｎ.Ｙ 高校２年生
上大岡校 Ｙ.Ａ 高校２年生
カルミア豊橋校 Ｒ.Ｓ 高校２年生
黒川校 Ｈ.Ｊ 高校２年生
札幌大通校 Ｈ.Ｏ 高校２年生
鳴海校 Ｙ.Ｓ 高校２年生
半田校 Ｋ.Ｍ 高校２年生

福井校 Ｓ.Ｍ 高校２年生
宮崎カリーノ校 Ｒ.Ｋ 高校２年生
アルカキット錦糸町校 Ｇ.Ｓ 高校３年生
大府校 Ｈ.Ｋ 高校３年生
春日部校 Ｍ.Ｎ 高校３年生
かにえ校 Ｔ.Ｔ 高校３年生
岐阜校 Ｓ.Ｇ 高校３年生
甲府校 Ｈ.Ｆ 高校３年生
札幌本校 Ｈ.Ａ 高校３年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｙ.Ｏ 高校３年生
高岡校 Ｙ.Ｉ 高校３年生
徳島校 Ｙ.Ｓ 高校３年生
フィール旭川校 Ｈ.Ｏ 高校３年生
フィール旭川校 Ｋ.Ｉ 高校３年生
フィール旭川校 Ａ.Ｋ 高校３年生
町田東急ツインズ校 Ａ.Ｙ 高校３年生
松山校 Ｎ.Ｋ 高校３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

6歳
小学1年生
小学2年生
小学3年生
小学4年生
小学5年生
小学6年生
中学1年生
中学2年生
中学3年生

1人 1人
16人 2人 2人
52人 16人 5人 5人
136人 66人 21人 7人 4人
197人 151人 36人 11人 2人
175人 198人 97人 28人 5人 1人
130人 213人 184人 51人 15人 2人
84人 158人 165人 107人 15人 1人
8人 64人 185人 194人 64人 4人

11人 84人 231人 123人 7人

●年齢別 受験者数
5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

100.0% 100.0%
100.0% 50.0% 0.0%
76.9% 56.3% 60.0% 60.0%
89.0% 69.7% 57.1% 42.9% 50.0%
92.9% 57.0% 63.9% 18.2% 50.0%
94.3% 62.6% 39.2% 42.9% 80.0% 0.0%
95.4% 63.8% 46.7% 31.4% 26.7% 0.0%
98.8% 75.9% 52.12% 30.8% 13.3% 0.0%
100.0% 92.2% 67.0% 47.9% 34.4% 25.0%

81.8% 64.3% 58.0% 48.8% 14.3%

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

●年齢別 合格率●年齢別 合格者数

6歳
小学1年生
小学2年生
小学3年生
小学4年生
小学5年生
小学6年生
中学1年生
中学2年生
中学3年生

1人 1人
16人 1人 0人
40人 9人 3人 3人
121人 46人 12人 3人 2人
183人 86人 23人 2人 1人
165人 124人 38人 12人 4人 0人
124人 136人 86人 16人 4人 0人
83人 120人 86人 33人 2人 0人
8人 59人 124人 93人 22人 1人

9人 54人 134人 60人 1人

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

799人 880人 779人 634人 228人 15人 3,335人
741人 591人 426人 296人 95人 2人 2,151人

91.7% 68.2% 64.6% 34.9% 38.5% 27.3% 63.92%

５級 ４級 ３級 準２級 ２級 準１級 合計

92.74% 67.16% 54.69% 46.69% 41.67% 13.33% 64.50%

6歳 6歳 小学2年生 小学2年生 小学3年生 中学2年生

宝塚ソリオ校 多治見校
姫路TS校

下関ゆめシティ校
小倉校

豊洲シエルタワー校
姫路TS校
大森校

光が丘校
八王子校 小山校

受験者数
合格者数

（参考値）前回の合格率
467人 503人 418人 153人 70人 3人 1,614人（参考値）前回の合格者数

イーオンキッズの
合格率

最年少合格者の
学齢

最年少合格者の
在籍校

●イーオンキッズ全体

6歳
小学1年生
小学2年生
小学3年生
小学4年生
小学5年生
小学6年生
中学1年生
中学2年生
中学3年生

イーオンは資格試験にも力を入れております。

全国で、のべ3,335人のイーオンキッズ生が英検を受験し、うち2,151人が見事に合格しました。合格率は64.50％と高い水準を保っています。今回は、前回（2019年第1回）
と比べ受験者数が810名、合格者数が537名も増えました！資格試験受験に早すぎるということはありません。興味のあるお子様は担任教師と相談して、ぜひ積極的に受験し
てみましょう！

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®合格率調査報告 今回の調査は、英検2019年度第2回が対象となります。
※1次試験日：2019年10月6日／ 2次試験日：11月3日、11月10日

「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 Educational Testing Service (ETS).  This publication is not endorsed or approved by ETS.　＊L&R means LISTENING AND READING.

受験者が多い学年

合格者が多い学年

対象：幼児・小学生・中学生

中学生
高校生

準1級

小学生
中学生

2級

2019年第2回英検®合格者一覧

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®、　　　   L&R、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。TOEIC®
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大森校 Ｓ.Ｈ 小学２年生
豊洲シエルタワー校 Ｈ.Ａ 小学２年生
姫路ＴＳ校 Ｎ.Ｏ 小学２年生
会津若松校 Ｙ.Ｔ 小学３年生
札幌駅北口校 Ｍ.Ｔ 小学３年生
東広島校 Ｙ.Ｋ 小学３年生
麻生校 Ｒ.Ｓ 小学４年生
鶴見校 Ｏ.Ｙ 小学４年生
上田校 Ｍ.Ｈ 小学５年生
宇部校 Ｙ.Ｓ 小学５年生
北習志野校 Ｈ.Ｇ 小学５年生
黒川校 Ｔ.Ｉ 小学５年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｃ.Ｓ 小学５年生
諏訪ＳＰ校 Ｍ.Ｋ 小学５年生
諏訪ＳＰ校 Ｓ.Ｗ 小学５年生
千里中央校 Ｎ.Ｎ 小学５年生
西新井校 Ｃ.Ｋ 小学５年生
原校 Ｙ.Ｆ 小学５年生

東広島校 Ｊ.Ｃ 小学５年生
宮崎カリーノ校 Ｃ.Ｈ 小学５年生
アルカキット錦糸町校 Ｋ.Ｙ 小学６年生
勝川校 Ｒ.Ｓ 小学６年生
勝川校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
桑名校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
高蔵寺校 Ｃ.Ｙ 小学６年生
相模大野ＳＳ校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
高松校 Ｒ.Ｇ 小学６年生
高松校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
鳥取校 Ｈ.Ｓ 小学６年生
豊洲シエルタワー校 Ｍ.Ａ 小学６年生
枚方T-SITE校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
平塚校 Ｍ.Ｔ 小学６年生
松山校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
姪浜校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
ラブラ2新潟本校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
和歌山ＧＰ校 Ｔ.Ｉ 小学６年生

小倉校 Ｋ.Ｈ 小学２年生
下関ゆめシティ校 Ｔ.Ｋ 小学２年生
姫路ＴＳ校 Ｓ.Ｗ 小学２年生
我孫子校 Ｙ.Ｏ 小学３年生
川西モザイクボックス校 Ａ.Ｍ 小学３年生
グランデュオ蒲田校 Ｎ.Ｙ 小学３年生
佐世保校 Ｋ.Ｙ 小学３年生
札幌駅大通校 Ｏ.Ｋ 小学３年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｒ.Ｍ 小学３年生
宝塚ソリオ校 Ｃ.Ｍ 小学３年生
天王寺校 Ｈ.Ｔ 小学３年生
町田東急ツインズ校 Ｒ.Ｏ 小学３年生
姪浜校 Ｈ.Ｋ 小学３年生
目白校 Ｉ.Ｏ 小学３年生
和歌山ＧＰ校 Ｍ.Ｙ 小学３年生
昭島モリタウン校 Ｔ.Ｓ 小学４年生
大泉学園校 Ａ.Ｎ 小学４年生
大橋校 Ａ.Ｍ 小学４年生
大府校 Ｒ.Ｏ 小学４年生
大府校 Ｈ.Ｋ 小学４年生
吉祥寺校 Ｙ.Ｔ 小学４年生
桑名校 Ｍ.Ｙ 小学４年生
佐賀校 Ｔ.Ｋ 小学４年生
相模大野ＳＳ校 Ｋ.Ｓ 小学４年生
品川駅前校 Ｒ.Ｍ 小学４年生
下関ゆめシティ校 Ｙ.Ｆ 小学４年生
湘南藤沢オーパ校 Ｍ.Ｏ 小学４年生
聖蹟桜ヶ丘校 Ｍ.Ｋ 小学４年生
津田沼パルコ校 Ｓ.Ｎ 小学４年生
中村公園校 Ｙ.Ｇ 小学４年生
橋本校 Ａ.Ｔ 小学４年生
光が丘校 Ｕ.Ｉ 小学４年生
藤枝校 Ｏ.Ｉ 小学４年生
星ケ丘校 Ｔ.Ｗ 小学４年生
名谷パティオ校 Ｒ.Ｓ 小学４年生
目白校 Ｙ.Ｙ 小学４年生
守口校 Ｋ.Ｉ 小学４年生
蕨校 Ｒ.Ｙ 小学４年生
赤羽校 Ｙ.Ｉ 小学５年生
赤羽校 Ｙ.Ｉ 小学５年生
安城校 Ｗ.Ｔ 小学５年生
市原五井校 Ａ.Ｈ 小学５年生
宇部校 Ｓ.Ｉ 小学５年生
大泉学園校 Ｙ.Ｎ 小学５年生
小山校 Ｙ.Ｆ 小学５年生
加古川校 Ｙ.Ｔ 小学５年生
北習志野校 Ｔ.Ｓ 小学５年生
黒川校 Ｓ.Ｈ 小学５年生
桑名校 Ｙ.Ａ 小学５年生
桑名校 Ｍ.Ｙ 小学５年生
小倉校 Ａ.Ｎ 小学５年生
佐世保校 Ｎ.Ｋ 小学５年生
札幌駅北口校 Ｉ.Ｋ 小学５年生
札幌駅北口校 Ｙ.Ｙ 小学５年生
三田ウッディタウン校 Ｍ.Ｔ 小学５年生
清水校 Ｙ.Ｓ 小学５年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｓ.Ｓ 小学５年生
高松校 Ｔ.Ｓ 小学５年生
調布校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
つくば桜校 Ｒ.Ｋ 小学５年生
東戸塚校 Ｆ.Ｈ 小学５年生
東戸塚校 Ｋ.Ｋ 小学５年生
平塚校 Ｋ.Ｔ 小学５年生
平塚校 Ｈ.Ｆ 小学５年生
二日市校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
町田東急ツインズ校 Ｍ.Ｋ 小学５年生
松阪校 Ｈ.Ｎ 小学５年生
松戸校 Ｅ.Ａ 小学５年生
緑井スカイステージ校 Ｍ.Ｕ 小学５年生
緑井スカイステージ校 Ｓ.Ｏ 小学５年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｔ 小学５年生
姪浜校 Ｍ.Ｍ 小学５年生
本八幡校 Ｉ.Ｗ 小学５年生
楽々園校 Ｓ.Ｓ 小学５年生
ラブラ2新潟本校 Ｓ.Ｆ 小学５年生
和光市駅前校 Ｙ.Ｓ 小学５年生
会津若松校 Ｅ.Ｙ 小学６年生
明石校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
赤羽校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
新瑞校 Ｙ.Ｎ 小学６年生
泉佐野校 Ｓ.Ｉ 小学６年生

出雲校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｒ.Ａ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｓ.Ｇ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
大橋校 Ｇ.Ｋ 小学６年生
大橋校 Ｋ.Ｆ 小学６年生
大橋校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
大府校 Ｔ.Ｔ 小学６年生
大森校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
岡崎南校 Ｈ.Ｎ 小学６年生
岡崎南校 Ｒ.Ｆ 小学６年生
小山校 Ｎ.Ｙ 小学６年生
小山校 Ｍ.Ｉ 小学６年生
学園前駅ビル校 Ｓ.Ｏ 小学６年生
柏マルイ校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
柏マルイ校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
かにえ校 Ａ.Ｉ 小学６年生
上大岡校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
北越谷校 Ａ.Ｏ 小学６年生
吉祥寺校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
桐生校 Ｓ.Ｉ 小学６年生
近鉄奈良校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
グランデュオ蒲田校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
甲府校 Ｈ.Ｋ 小学６年生
小倉校 Ｋ.Ｉ 小学６年生
小牧校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
小牧校 Ｙ.Ｏ 小学６年生
小牧校 Ｙ.Ｏ 小学６年生
佐賀校 Ｆ.Ｔ 小学６年生
相模大野ＳＳ校 Ｈ.Ｔ 小学６年生
相模大野ＳＳ校 Ｅ.Ｉ 小学６年生
三田ウッディタウン校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
志木校 Ｒ.Ｕ 小学６年生
品川駅前校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
自由が丘東急ビル校 Ｋ.Ｇ 小学６年生
自由が丘東急ビル校 Ｈ.Ｓ 小学６年生
自由が丘東急ビル校 Ｒ.Ｗ 小学６年生
湘南藤沢オーパ校 Ｒ.Ｔ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｔ.Ｈ 小学６年生
鈴鹿校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
高崎モントレー校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
高崎モントレー校 Ｒ.Ｔ 小学６年生
高槻校 Ａ.Ｎ 小学６年生
高松校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
高松校 Ｋ.Ｆ 小学６年生
宝塚ソリオ校 Ｈ.Ａ 小学６年生
垂水ウエステ校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
垂水ウエステ校 Ｈ.Ｙ 小学６年生
千歳烏山校 Ａ.Ｓ 小学６年生
千葉センシティ校 Ａ.Ｔ 小学６年生
津田沼パルコ校 Ｎ.Ｔ 小学６年生
津田沼パルコ校 Ｎ.Ｆ 小学６年生
天王寺校 Ｔ.Ｎ 小学６年生
中村公園校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
中山校 Ｃ.Ｍ 小学６年生
鳴海校 Ｔ.Ｋ 小学６年生
西新井校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
原校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
原校 Ｏ.Ｙ 小学６年生
原校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
パルティせと校 Ｋ.Ｗ 小学６年生
半田校 Ｋ.Ｓ 小学６年生
半田校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
日吉東急アベニュー校 Ｒ.Ｙ 小学６年生
枚方T-SITE校 Ｔ.Ｍ 小学６年生
枚方T-SITE校 Ｓ.Ｉ 小学６年生
府中くるる校 Ｈ.Ｉ 小学６年生
府中くるる校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
府中くるる校 Ｍ.Ｗ 小学６年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
星ケ丘校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
星ケ丘校 Ｅ.Ｎ 小学６年生
本厚木校 Ｓ.Ｓ 小学６年生
松戸校 Ｊ.Ａ 小学６年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｋ.Ｙ 小学６年生
水戸オーパ校 Ｒ.Ｔ 小学６年生
三原校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
武蔵小杉校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
目白校 Ｙ.Ｙ 小学６年生
横浜本校 Ｓ.Ａ 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

級/対象 学校名 イニシャル 学年 学校名 イニシャル 学年

小学生
中学生

2級

小学生

3級

小学生

準2級
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週1回、外国人教師の会話クラスを受講しています。英検対策としてまず始めに、テストの構成や流れを
理解させるため、実際のテストと同じ時間をかけて子ども一人だけで過去問題に取り組ませました。その後
すぐに親子で採点し、聞き取れなかったフレーズの確認や文法への理解について、親はサポートするよう心
がけました。またCD付きの単語熟語集の音声をスマートフォンに取り込み、空いた時間に聴くことで、語彙
力を増やす取り組みもしました。
一番苦労したのが面接対策で、イーオンキッズの先生に勧められた参考書をベースに練習しました。試

験前に受講したプライベートレッスンはドアをノックするところから始まりましたので、そこで大まかな流れやや
り取りが理解でき、落ち着いて本番を迎えることができたようです。違う先生に担当していただく場合でも、
子どもの苦手分野や理解状況がきちんと次の先生に引継ぎされており、覚えておくと良い頻出フレーズなど
をメモして子どもに渡していただきましたので、そうしたサポートも合格に繋がったと思います。

英検3級に合格したことで「日々の地道な積み重ねが良い結果を生む」という経験ができ、「自分はやれ
ばできる！」という自信になり、子どもの成長にとって非常にプラスになったと思います。合格発表日は、学校
から帰ってもソワソワしてばかり。自らパソコンで英検サイトを検索し、合格を知ることとなりました。「やった！」
という喜びの声と満面の笑みは、親としても忘れられない思い出となりました。小学4年生では準2級に合格
できるよう頑張ります！

小学３年生で英検®３級に合格！

週2回、外国人教師と日本人教師のクラスを受講しています。イーオンキッズの先生やスタッフの皆さん
が優しく、本人がとても楽しく会話と文法のクラスに通えていることが、今回の英検合格につながったと思
います。文法クラスではしっかりと文法知識の定着ができたので、英検の文法問題やリーディングにも役立
ちました。また、会話クラスもとても楽しんでいて、外国人の先生とレッスンすることでリスニング力が上がり、
英検でのリスニングにもつながったと思います。その他の英検対策としては、英検準２級対策の本を週１回
解くことと、単語の勉強をしました。常に毎朝、朝ご飯の時にiPadを使って英語の本を読んだり、英語の動
画を見たりしているので、それもリーディングやリスニングに役立っていたと思います。
合格したときは、とても喜んでいました。姉が小学4年生で２級を取っているので、姉を超えられるよう、２級

を小学3年生で取れるように頑張りたい！と次の目標も決まり、英語に対するモチベーションがさらに上がり
ました。

小学２年生で英検®準２級に合格！

大森校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：４年11ヶ月
海外経験：中国　４年

2019年　第2回英検®準2級合格
2018年　第3回英検®3級合格
2018年　第2回英検®4級合格

廣中 翔くん（小学校２年生）
ひろ  なか しょう

豊洲シエルタワー校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：１年５ヶ月
海外経験：アメリカ　２年11ヶ月

2019年　第2回英検®準2級合格
2018年　第2回英検®3級合格

普段は週1回、外国人教師の会話クラスを受講しており、今回の英検対策として、日本人教師のプライベート
レッスンも受講しました。過去問、予想問題集などを使った自宅学習で特に頑張ったのは単語と英作文です。ア
メリカに３年弱滞在したといっても、新たに単語をいくつも勉強する必要がありました。何度も書いたり、覚えた単
語を使って例文を作ったりしながら勉強しました。また英作文は、まずは興味のある題材から、徐々に過去問の題
材に取り組みました。決められた形で書くよう意識しながら、そして書くだけでなく声に出したり、題材に対する意
見を親と話し合ったりしながら練習しました。 
イーオンキッズの先生方は、本人の性格を理解した上で、飽きずにやる気の出るよう指導してくださったり、本

人の強み弱みに合わせた勉強法の相談にも乗ってくださったりしました。内容理解が難しい問題や苦手な英作
文、単語の問題でやる気が低下しているときも、明るく楽しく指導し、ほめて励ましてくださったことによりモチベー
ションが維持でき、目標に向かい頑張ることができました。 

始めは正直難しいと思っていた準2級でしたが、合格したことにより、努力すれば結果が出るという大きな自信
につながりました。帰国後１年半経ち英語力の低下を本人が自覚し始めている中、自ら掲げた目標をクリアした
という達成感を感じ、次の級にも挑戦してみたいという気持ちが沸いたようです。 

今後はさらに会話力を向上させ、国際スポーツ大会の通訳ボランティアをしてみたいと言っています。資格とし
て、次は英検２級に挑戦し、いずれ１級まで取得したいとも話しています。英語力維持のためにも、引き続き英検
の勉強は続けてもらいたいと思っています。 

小学２年生で英検®準２級に合格！

新井 晴貴くん（小学校２年生）
あら　い はる　き

天王寺校（大阪府）
イーオンキッズ通学歴：３年

2019年　第2回英検®3級合格
2018年　第2回英検®4級合格
2017年　第3回英検®5級合格

田中 悠生くん（小学校３年生）
た   なか はる   き

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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2019年　第2回英検®準1級合格

週1回、日本人教師のプライベートレッスンを受講しています。レッスン中には文法の習得と英会話の練
習をお願いしています。イーオンキッズの先生には、本人の理解に合わせてレッスンをすすめてもらい、英検
に向けた自宅での学習方法についてもアドバイスをもらいました。  
今回の英検受験にあたり、一次試験対策として文法を正しく理解することができたことが長文読解の攻

略につながったと思います。自宅では、単語帳を作り、毎日繰り返し取り組んだり、数年分の過去問を解い
たりしました。また、二次試験対策として、レッスンでは入室から退室まで数回練習をしてもらいました。この
ことで、落ち着いて本番を迎えられたと思います。更に、自宅では面接時に配布されるカードのテーマに沿っ
て質問に答えられるように練習を繰り返しました。
英検2級は何回か挑戦した後の合格でしたので、「しっかりと取り組めばできるんだ」という自信につな

がったのではないかと思います。英単語や熟語の単語帳作りには相当な時間がかかり、とても大変だったこ
ともあり、「合格」の喜びもひとしおでした。
これからも、英語をコツコツと勉強し、英検準1級合格につながるような英語力を身につけたいと思いま

す。

小学４年生で英検®２級に合格！

豊洲シエルタワー校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：１年３ヶ月

2019年　第2回英検®2級合格
2017年　第1回英検®準2級合格

多治見校（岐阜県）
イーオンキッズ通学歴：７年１ヶ月

今回、英検準１級に合格できたのは、計画と戦略が立てられていたからだと思います。今までは何となく
単語を勉強したりしていましたが、しっかり計画を立てられていませんでした。でも時期を考えて「今回は受か
りたい！」と思い、しっかりと計画を立て、１日１時間は必ず単語を勉強するようにしていました。覚えたら次の
ページに行くというように、同じ単語を繰り返し覚えるようにしたので単語量が増えたと思います。それからラ
イティングでも、ただ直感で意見を書くだけではなく、どういう意見が合格できるのかを考えて練習していまし
た。いつもライティングは時間が無くなってしまうので、練習の段階でアイデアをひねり出す練習をしておい
たのがよかったと思います。 
今後のことはまだ具体的には決まっていませんが、将来自分の英語力と今回取った英検準１級の資格を

武器にしていきたいです。合格のためには色々な勉強をするべきだと思いますが、例えば携帯の表記から英
語にするなど、身近なところから英語にするのも大切だと思うので、ぜひやってみてほしいです。

中学3年生で英検®準1級に合格！

梶井 彩花さん（小学校４年生）
かじ　い あや　か

週1回、外国人教師のグループレッスンを受講しています。英検準1級の対策として、まず毎日単語帳を
開いてわからない単語をなくしていきました。どうしても覚えられない単語には、身近な話題で例文を作って
記憶づけするようにしたり、過去問の文章中によく出てくるけれど、いま一つ意味を覚えられない単語には、
蛍光ペンを引いて文章ごと覚えるようにしたりしました。また、リーディングとリスニングは、先生にお薦めして
いただいた本で勉強しました。リーディングは、問われていること、設問中に書かれている動詞などに注目す
るように心がけ、間違えた問題は、音読してそのフレーズごと覚えるようにしました。リスニングで解けなかっ
た問題は、何度も音源を聞いてオーバーラッピングやシャドーイングをしました。また英語のアプリを使って、
実際の英語の速さに耳が慣れるようにしました。
イーオンの先生は、わからないところはとことん教えてくださり、できたところはたくさん褒めてくださったの

で、不明点も不安もなくすことができました。質問をすると、なぜ間違ったのかを一緒に考え、良かった点と改
善すべき点を教えてくださったので、ライティングや二次試験対策では特に自信がつきました。また、準1級
の問題には語彙力や文法のほかに、ある程度専門的な内容の知識も必要になります。問題のトピックと絡
めて時事ニュースの話もしてくださったことで、バックグラウンドを増やすことができました。
準1級に合格したことで全体的に勉強へのモチベーションが上がり、英語だけでなく他の外国語も積極

的に勉強しています。高校在学中に、英検1級まで取りたいです。

高校1年生で英検®準1級に合格！

仙台ロフト校（宮城県）
イーオンキッズ通学歴：３年

2019年　第2回英検®準1級合格
2017年　第2回英検®2級合格

深澤 里咲さん（高校１年生）
ふか  さわ り　 さ

大嶽 憂馬さん（中学３年生）
おお たけ ゆう   ま
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この度、英会話業界のリーディングカンパニーである英会話イーオンと、
SAPIXブランドを擁し受験指導に強みを持つ日本入試センターが業務提
携契約を締結しました。今後は互いのノウハウを共有することで、新たな英
語教育の可能性を創出していきます。今後の展開にぜひご期待ください！ 
詳細は、こちらをご覧ください。 https://www.aeonet.co.jp/company/information/newsrelease/1911121100.html

まるで海外にいるようなリアルな英会話を体験できると話題の施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）」。イーオンキッズは
TGGとコラボし、2019年7月28日（日）にサマーアドベンチャー、12月15日（日）にクリスマスアドベンチャーを開催しました。事前に
イーオンスクールで練習した英会話をTGGで実践！飛行機やレストランなど９つの生活シーンを舞台に、それぞれの場所でミッション
をクリアしていくため、参加した皆様は一生懸命英語でコミュニケーションをとっていました！

イーオンキッズでは全国各地で発表会を開催しています。
2019年は九州地域、中国四国地域、そして東日本地域で発表会を開催しました。
各発表会ではそれぞれの地域に通うお子様たちが、各校、各エリアでの予選を
勝ち抜き、本選に出場。どの地域の出場者も英語力、表現力ともに
レベルがとても高く、審査員の先生方も驚いていました。

●インプット⇔アウトプットの大切さを感じ、このような
体験が子どものモチベーションを上げていくんだろうと
実感しました。（小２保護者様）

●外国人と臆することなく話している姿を見て
成長を感じました。（小４保護者様）

●修学旅行で来年ニュージーランドに行く前に貴重な体験が
できてとても良かった！自分の足りない所や、会話をする
楽しさを見つけられました。（中3生徒様）

「英会話イーオン」とSAPIX等を展開する
「株式会社日本入試センター」が業務提携契約を締結！

×

お知らせ

話題のTOKYO GLOBAL GATEWAYとイーオンキッズのコラボ企画！
サマーアドベンチャー、クリスマスアドベンチャーを開催しました！

人前で堂々と自分を表現する
イーオンキッズ発表会を各地で実施！

イベント
レポート

イベント
レポート

参加者の声

〈開催概要〉
●イーオンキッズ九州地区発表会：2019年9月7日（土）
●イーオンキッズ中国・四国地区発表会：2019年11月9日（土）
●イーオンキッズ東日本発表会：2019年11月17日（日）

イーオンキッズは今後も、英語を話す喜びを感じていただけるよう、レッスン以外でも
英語を使う場、披露する場を提供していきます。

2020年もTGGとのコラボイベントを開催予定です。詳しくは、スクールスタッフまでお問い合わせください。

夏休みに開催したサマーアドベン
チャーには、茨城県、長野県、遠く
は鹿児島県からもご参加いただ
き、盛り上がりました。 

クリスマスアドベン
チャーでは、外国か
ら来たサンタさん
と一緒にクラフト
作成もしました。
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