
2020年4月から小学校3，4年生での外国語活動、小学校5，6年生からの「教科」としての外国語が始まり、2020年度の大学
入試からは「読む・聞く・話す・書く」の4技能が問われるようになります。現在イーオンキッズでお使いいただいている小学生・中学生
向け教材は、それを見据えて開発されました。この教材・カリキュラムに込めた想いを「イーオン語学教育研究所」の堀田部長に語っ
てもらいました。

　日本の外国語教育は大きく変わろうとしています。「英語で
何ができるか」、つまり、Can-doで上達が計られるようになり、
４技能を実際のコミュニケーションの中で、統合的にバランス
よく使っていく能力が求められています。新指導要領でも、読
んだり聞いたりした内容を、メモなどを活用しながら要約したり
説明したりする。そして、それに対する自分の考えや気持ち、そ
う思った理由を述べたり書いたりするといった、思考力、判断
力、表現力などを実現するためのツールとして、技能を統合的
に使うことが求められています。
　これを受けて開発されたのが、ENGLISH OCEAN（EO）
とEnglish Journey（EJ）です。９年間のカリキュラムを通し
て、「バランスのとれた英語力」、「自分で考え、自分のことば
で伝える力」、そして「学びに向かう力と他者と協働する力」を
つけることを目標とし、必要な技能を統合的に使っていく機会
を多く提供しています。EOでは、基本的な英語の構文や語
彙をただ習い覚えるのではなく、間違いを恐れることなく使い
ながら、チームでプロジェクトを完成させ、発表できるように指

子どもたちに大人気のハローキティと一緒
に楽しく英語が学べる、イーオン監修の書
籍が誕生しました！基本的なあいさつに始ま
り、自分の好きなものの紹介、友達と遊ぶと
きや学校生活の会話、お母さんのお手伝い
をしたり、お出かけしたりするときのフレーズ
など、小学生の日常生活でなじみのある内
容で英会話を身につけることができます。音
声もダウンロードできるので発音も一緒に
学べます！

イーオンキッズで学んでいただくことの意義

イーオン関連書籍のご案内
ハローキティと
はじめる
楽しい英会話
（ビジネス社）

主人公のさくらが家族や友達、学校の先生
と過ごす日常をマンガにした、読 売
KODOMO新聞で連載中の「使える！リアル
English」からまとめた一冊。マンガと連動し
た動画もQRコードから簡単に見ることがで
きます。イーオンキッズの小倉直子先生と
Jun先生の監修で、レッスン同様、英語でコ
ミュニケーションする楽しさを体験してもらえ
る一冊です。

小学生から
チャレンジ！
楽しく身に付く
英会話フレーズ45
（東洋館出版社）

2020年度から始まる小学校中学年の外
国語活動、高学年の外国語科。イーオン学
校教育課・菅井幸子先生、他3名との共著
で、子どもたちにいかに英語を教えたらいい
のか悩む先生方を応援するハンドブックが
誕生しました。「英語の発話をうながすとき」
「ほめる・はげますとき」など、16の場面で使
えるフレーズと意識すべきことなどをご紹
介。音声は無料ダウンロード可能、使用頻
度の高い表現はウェブ動画で無料配信し
ています。英語を教える小学校の先生の心
強い味方です！

小学校　
教室英語
ハンドブック
（光村図書出版株式会社）

導していきます。EJは、EOを更に一歩進めたものになってお
り、全ての活動が複数の技能を統合し同時に使うように作ら
れています。EOとEJ、どちらも、従来の英語のクラスと比べる
とチャレンジングなものになっています。しかし、そこで得られ
た、「難しい課題を仲間と一緒にやり遂げた」という達成感、
「英語でしっかりとコミュニケーションが取れた」そして、「自分
のことが言えた」という成功体験は、何ものにも代えがたい自
信となり、更なる英語を学ぶ動機づけになると確信していま
す。英語というコミュニケーションの道具を使って、自分たちの
考えや気持ちをしっかりと伝えられるようになった生徒様が、
世界に大きく羽ばたく姿を見るのを楽しみにしております。

イーオン語学教育研究所 部長
堀田和江
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みなさんは英語を勉強していて、どんなときに「英語って楽しい！」
と感じますか？ 先生やクラスメイトと会話が盛り上がったとき。うまく
スピーチができたとき。楽しい本を読んでいるとき。好きな英語の歌
を歌っているとき。きっと色々な嬉しい瞬間があると思います。
いま、僕が英語講師として（また２児の父親として）、一番みなさ
んに伝えたいのは、まさにそうした「楽しい！」という気持ちをずっと
大事にしてほしいということです。

「楽しいからやる」
これからの未来を生き抜く英語力を身につけるには、この感覚
が何よりも大事になると思います。
楽しいことって、いつまでも続けられますよね。たとえば、好きなス
ポーツ、楽器、ダンス、絵など。好きだからずっと続けられるし、続け
るから上達します。
英語の勉強もまったく同じです。小学生や中学生のみなさんは、

これから学校でも英語をたくさん勉強することになりますが、英語
の勉強は、学校で終わるわけではありません。むしろ、学校を卒業
してからが、さらに楽しくなります！これまで以上にたくさんの人と英
語で話せたり、行きたい場所を訪れたり、色々な本や映画を楽しん
だりできるからです。

こうした楽しい世界が待っていますので、自分がやってみたいと
思うことは、どんどんチャレンジしてみてください（そして、保護者の
みなさまは、是非それを応援してあげてください）。はじめはうまくい
かないこともきっと沢山ありますが、それも貴重な学びのひとつ。
僕自身、これまでたくさんの挫折を乗り越えてきました。たとえば、ア
メリカで育ったので以前は日本語がうまく話せず、何度も人に笑わ
れたことがあります。だけど、いつでも前向きに学び続けたおかげで
ぐんぐん上達し、今では、日本語で本まで書けるようになりました。
楽しい気持ちで取り組んでいるとき、人は何度でもトライできるも
のなのです。
　みんなが大人になる頃には、インターネットやロボット、人工知能
などがさらに発達し、今とはまるで違う社会になっているでしょう。今
からでは予想もできない変化や困難がきっと起こるはずですが、そ
んな時代を生き抜くためにカギになるのは、「変化を楽しむ」「変化
に合わせて自ら学び続ける」「新しいことに挑戦してみる」といっ
た前向きな気持ちです。
テストに出るからやる。人に言われたからやる。そういうことより
も、「自分がやりたいからやる」。子どもも周りの大人たちも、そうし
た主体的な気持ちを大切に、“英語のある人生” を大いに楽しん
でほしいなといつも願っています。
Live your dreams! Good luck!

（Photo by Hisashi Urashima）
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未来を生き抜く
英会話力を身に付けるために

山田 暢彦氏
やま　だ のぶ  ひこ

アメリカ出身のバイリンガル英語講師。わかりやすくて実践的な指導に定評があり、監修した『中学英
語をひとつひとつわかりやすく。』（学研）シリーズは記録的なベストセラーとして全国の学校・教室で
採用されている。現在 "世界に通用する英語" をモットーに、大人向けのオンライン英語学習サロン 
NOBU Connect を主宰。慶応義塾大学 （SFC）卒。英検１級、TOEIC満点、国連英検特A級。
「NOBUの毎日1分英会話」　https://www.instagram.com/nobu_english/

バイリンガル英語講師



英語が大好き！どんどん伸びるよ 英語力

全国で楽しく学習している笑顔がまぶしいキッズたち！
その中でもいろいろな面で顕著な成績を上げている生徒様を
「スーパーキッズ」として紹介いたします。

イーオンキッズに入学した一番の決め手は先生でした。子どもの興味
を引き出してくれたので、すぐに英語になじめるようになりました。子どもな
ので飽きやすいときもありますが、レッスンに興味が向くように接してくれて
いるので安心です。本人はベビークラスから通学しているので、毎週イー
オンキッズに行くことや英語で話すことが生活の一部になっています。
テレビから英語が聞こえてくると真剣に見たり、発音の真似をしたりして
います。この前は足をぶつけたときに“Ouch!”と英語が出てきていました。
また、外国人の先生とも接する機会が多いので、街中で外国人の方に
会ったときも臆せず接することができているので、イーオンキッズで早いう
ちに英語を始めてよかったと思います。自宅ではレッスンの前に自らすす
んでミミックミーをしています。
これからも外国人の方と自然に話せるようになってほしいと思っていま
す。また、先日受験した国連英検ジュニアテストは初めてのテストでした
が、集中して取り組めていて成長を感じることができました。今後も定期
的にチャレンジしていきたいです。

スーパーキッズ

大橋校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：３年８ヶ月

【 2019年 】　
第1回 国連英検ジュニアテスト Eコース 100点
1級合格　

松本 悠利 くん（年中）
まつ もと ゆう  り

イーオンキッズ勝川校に通学し始めてから4年7ヶ月が経過しました
が、レッスンだけでなく、自宅で行うワークブックの宿題も毎回楽しみにし
ています。毎朝6時30分に起きて、学校に通学する前に必ず、イーオン
キッズの宿題を通じて英語に触れています。小さい頃から通っているお
かげで発音がきれいとよく褒められることや、フォニックスを習っているお
かげで知らない単語であっても音のつながりやルールを思い出しながら
推測して読めるようになり、通学していてよかったなと実感しています。
学校の授業ではあまり手を上げて発言しない方なのですが、イーオン
キッズのレッスンだと「先生に当ててもらいたい！」「たくさん話したい！」と
いう気持ちから、毎回元気に、真っ先に手を上げて発言しています。6
歳から英検Jr.ゴールドの試験にチャレンジして、そこから1年ごとに級を
上げていき、イーオンキッズのレッスンに加え、先生やカウンセラーの方
にお勧めしていただいた英検対策の参考書を使用して勉強を続けた結
果、小学校3年生で英検3級に合格することができました。今は準2級
に向かって勉強を続けています。「英検1級に合格したい！」と話してくれ
るので、これからも頑張って勉強を続けていきます。

勝川校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：４年７ヶ月
【 2018年 】　
第3回 英検®3級合格

加藤 怜奈 さん（小学校４年生）
か  とう れ 　 な

2歳頃から他の英会話スクールに遊びながら通っていましたが、もっ
と本格的に英語を学ばせたいと思い、年齢や発達段階に応じた教材
やカリキュラムがしっかりしているイーオンキッズを選びました。
当初は先生が英語しか話さないことに多少の戸惑いもあったとは思

いますが、予習をしっかりすることですぐに順応できました。さらに「予習
をする」→「授業で自信を持って発音できる」がよいサイクルとなり、家
庭学習の基盤ができたと思います。
平日の家庭学習は主に祖父と一緒にしています。祖父は外資系の
会社にいて海外を飛び回っていたため、学ぶ環境としてはかなり整って
いると思います。更に、担任の先生に子どものレベルに合った教材を選
んでもらえるため、次から次へと抵抗なく新しい勉強に取り組めていま
す。
このままどんどん英語を吸収して、コミュニケーションの幅を広げて
いってもらいたいと思います。

春日部校（埼玉県）
イーオンキッズ通学歴：２年11ヶ月

【 2019年 】　
第1回 英検®Jr. ブロンズ 86％合格

大関 凌聖 くん（年長）
おお ぜき りょうせい

前に通っていた英会話教室は、英語耳を育てるにはよかったのです
が、カリキュラムがありませんでした。娘の英語耳ができてきたと感じたの
で、次のステップとして「書く、読む、文法」へ進みたいなと思い、英会話
教室を探していました。何件か見て回ったのですが、方針や教室の雰囲
気などを考慮して、以前自分が通っていたイーオンキッズに決めました。
今は、自分の思った通りに「書く、読む」ことに関しては順調に進んで

いると思いますが、文法はもう少し時間がかかりそうな印象を受けていま
すので、気長に考えています。また、家庭学習でWord Sp lashや
Phonicsをやって、「発音、単語力」も上がってきていると感じています。
特に発音は、既に自分より凄いと思っていますので、こちらが勉強になり
ます。旅行に行った時にホテルのキッズクラブで、外国の子どもとコミュ
ニケーションを取れて友達になれたのが、本人はとてもうれしかったよう
です。次の日から、友達と毎日遊ぶようになり、とても充実した日を過ごし
楽しんでいました。親同士も仲良くなり連絡先を交換して、お互いの国
に行く約束もしました。それから本人の中で、英語に対する意識が変
わったように感じます。また、英検を受けさせていますが、このまま目標ま
で頑張っていけたらと思います。目指せ１級！英語がマスターできたら、違
う言語もやらせてみたいです。
これからも、外国のお友達を沢山作って、遊びに行けるようになっても

らいたいです。さらに、留学、海外での仕事など、日本だけではなく、広い
世界に目を向けてくれたらうれしいです。

市原五井校（千葉県）
イーオンキッズ通学歴：２年８ヶ月
【 2019年 】　
第1回 国連英検ジュニアテスト Dコース 100点
1級合格

鶴谷 敏乃 さん（小学校１年生）
つる　や はる　の
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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。

卒業生のご紹介

2020年から英語教育が変わるということで、娘には楽しく英語に触
れてまずは英語を好きになって欲しいと思い、小学校2年生にあがるタ
イミングで体験レッスンを受けました。普段は人見知りをする娘が、凄く
楽しそうにレッスンを受け、「ここに行きたい！」と希望したので、イーオン
キッズに決めました。
イーオンキッズの先生方は、娘の学習状況を的確にフォローしてく
れ、時には厳しく、頑張ったときには目一杯褒めてくれるので、自信もつ
き、やる気に繋がっているように思います。今年で通い始めて5年目に
なりますが、今は苦手なところ、やるべきことを理解し、自分でスケジュー
ルを組み、毎日コツコツと課題に取り組めるようになりました。英検も、
チャレンジし始めた当初目標にしていた「小学生の間に3級合格」を5
年生でクリアし、今回準2級にも合格できました。英検の学習を通じて、
自分自身を振り返り、どうすればいいかを考えるようになり、今は試行錯
誤しながら自分にあった学習方法を探しているようです。
熱心に指導して下さる先生方と、英検Jr.受験時から一緒に切磋琢
磨してきたイーオンキッズのお友達の存在にも凄く感謝しています。こ
れからも、このすばらしい環境でしっかりと生きた英語を身につけ世界を
広げて欲しいと思います。

守口校（大阪府）
イーオンキッズ通学歴：４年６ヶ月

【 2019年 】　第1回 英検®準2級合格
【 2018年 】　第1回 英検®3級合格
【 2017年 】　第2回 英検®4級合格
　　　　　　第1回 英検®5級合格
【 2016年 】　第1回 英検®Jr. シルバー90％合格
【 2015年 】　第3回 英検®Jr. ブロンズ95％合格

イーオンキッズ平塚校→
イーオン平塚校（神奈川県）
通学歴：８年５ヶ月

【 2019年 】　第1回 英検®2級合格
【 2016年 】　第2回 英検®2級合格
【 2015年 】　第2回 英検®準2級合格

堀井 菜名 さん（小学校６年生）
ほり  い な     な

上の子がイーオンキッズに通っていたこともあり、中学や高校での問
題を解くための英語ではなく、会話などの「生きた英語」を学ぶことがで
きると思い、イーオンキッズに通わせていただくことに決めました。
実際に通わせてみて、発音や表現といった家での学習ではなかなか
習得しにくいものをネイティブの先生に、また日本人の先生のプライ
ベートレッスンでは英文法や単語といった基礎となる部分をわかりやす
く教えていただき、英検にも合格することができました。
イーオンキッズのテキストは文字だけでなくイラストもあるのでわかり
やすく、またレッスンでは単語のテストや宿題があることで家庭学習を
計画的にでき、授業の内容の定着に役立っているように感じます。一
緒にテレビを見ているときなどに英語の会話を理解していたり、家でテ
キストを綺麗な発音で音読したりしているのを聞いて、成長を感じてい
ます。
これから先、読み書きだけでなく、学んだ英語を使って外国人の方と

も自分の言葉で自然に会話ができるように、そして自分の考えを英語で
伝えられる力を身につけてほしいと思います。

エキシティ広島校（広島県）
イーオンキッズ通学歴：２年3ヶ月
【 2018年 】　
第3回 英検®2級合格

坊田 康太 くん（中学校３年生） 
ぼう  だ こう   た

これまでイーオンで継続して学習してきたことでリスニング力が格段
に上がり、英語の試験ではいつも安定した得点源になっています。これ
から大学受験に挑んでいく中で、イーオンで“英語を使う”というルーティ
ンを続けてきたことは、私にとっての大きな自信に繋がっていて、昔の自
分に感謝したいくらいです。もちろん、続けてくる中で大変だったことも
ありますが、日本語だと恥ずかしいような将来の夢の話なども英語だと
なぜか話せるような気がしたり、英語だからこそできるスペリングのゲー
ムを楽しんだりする経験が増えていくことはおもしろいなと感じていまし
た。英語の学習というよりは、英語を使った“会話”や“遊び”をしに来て
いるという考え方をするだけで、気楽にレッスンを続けられました。
昨年イギリスで2週間のホームステイを経験したとき、始めは少し不
安でしたが、イーオンでやってきたみたいに気楽に話そうと思ったら、す
ぐにホストファミリーの方々とも打ち解けて、楽しいかけがえのない時間
を経験することができました。
大きくなってからの自分を支えて、助けてあげられるのは、小さいころ

に自分がした経験たちです。そうしていつかのために頑張るのもいいし、
ちょっと楽しくやってみようとするだけでもいい。絶対にむだにはなりませ
ん！ぜひ英語との触れ合いを楽しんで、英語と仲良くなってください。

イーオンキッズアリオ仙台泉校→
イーオンアリオ仙台泉校（宮城県）
通学歴：14年９ヶ月

【 2017年 】　
第1回 英検®2級合格

小さい頃から英会話学習を続けているので、特に聞き取る力が育っ
たと思います。また、中学・高校で文法を学ぶ上での基礎ができ上がっ
ているので、授業の内容も理解しやすく、初めて見る単語でもだいたい
発音できます。他にも、ALTの先生に話しかけられてもノリノリで答える
ことができたり、レッスンを通していろいろな世代の方とお話しできたり
と、イーオンで続けてきてよかったと思えることはたくさんあります。一時
期本当に英語がイヤな時があったけれど、イーオンの先生たちはいつも
優しくて明るくいろいろ聞いてくれたし、一緒に勉強している友達もいた
ので何とか続けることができました。結果、英語が好きになったので辞め
なくてよかったと思います。
具体的な目標はまだ見つかっていませんが、もっともっと話せるように

なりたいです。そのために日常では、その時思ったことを英訳してみたり、
逆にこの日本語、英語だとどう伝えるだろうと考えてみたりしています。
自分の経験からいうと、まず続けることが大事。先生方はすごく親身
になってサポートしてくれるし、続けたということもだんだん自信になって
いくと思います。がんばれー！

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。

関野 佳穏 様（高校２年生
）せき　の か  のん

櫻下 詩葉 様（大学２年生
）さくら した こと　は

3



英語が大好き！どんどん伸びるよ 英語力

全国で楽しく学習している笑顔がまぶしいキッズたち！
その中でもいろいろな面で顕著な成績を上げている生徒様を
「スーパーキッズ」として紹介いたします。

イーオンキッズに入学した一番の決め手は先生でした。子どもの興味
を引き出してくれたので、すぐに英語になじめるようになりました。子どもな
ので飽きやすいときもありますが、レッスンに興味が向くように接してくれて
いるので安心です。本人はベビークラスから通学しているので、毎週イー
オンキッズに行くことや英語で話すことが生活の一部になっています。
テレビから英語が聞こえてくると真剣に見たり、発音の真似をしたりして
います。この前は足をぶつけたときに“Ouch!”と英語が出てきていました。
また、外国人の先生とも接する機会が多いので、街中で外国人の方に
会ったときも臆せず接することができているので、イーオンキッズで早いう
ちに英語を始めてよかったと思います。自宅ではレッスンの前に自らすす
んでミミックミーをしています。
これからも外国人の方と自然に話せるようになってほしいと思っていま
す。また、先日受験した国連英検ジュニアテストは初めてのテストでした
が、集中して取り組めていて成長を感じることができました。今後も定期
的にチャレンジしていきたいです。

スーパーキッズ

大橋校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：３年８ヶ月

【 2019年 】　
第1回 国連英検ジュニアテスト Eコース 100点
1級合格　

松本 悠利 くん（年中）
まつ もと ゆう  り

イーオンキッズ勝川校に通学し始めてから4年7ヶ月が経過しました
が、レッスンだけでなく、自宅で行うワークブックの宿題も毎回楽しみにし
ています。毎朝6時30分に起きて、学校に通学する前に必ず、イーオン
キッズの宿題を通じて英語に触れています。小さい頃から通っているお
かげで発音がきれいとよく褒められることや、フォニックスを習っているお
かげで知らない単語であっても音のつながりやルールを思い出しながら
推測して読めるようになり、通学していてよかったなと実感しています。
学校の授業ではあまり手を上げて発言しない方なのですが、イーオン
キッズのレッスンだと「先生に当ててもらいたい！」「たくさん話したい！」と
いう気持ちから、毎回元気に、真っ先に手を上げて発言しています。6
歳から英検Jr.ゴールドの試験にチャレンジして、そこから1年ごとに級を
上げていき、イーオンキッズのレッスンに加え、先生やカウンセラーの方
にお勧めしていただいた英検対策の参考書を使用して勉強を続けた結
果、小学校3年生で英検3級に合格することができました。今は準2級
に向かって勉強を続けています。「英検1級に合格したい！」と話してくれ
るので、これからも頑張って勉強を続けていきます。

勝川校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：４年７ヶ月
【 2018年 】　
第3回 英検®3級合格

加藤 怜奈 さん（小学校４年生）
か  とう れ 　 な

2歳頃から他の英会話スクールに遊びながら通っていましたが、もっ
と本格的に英語を学ばせたいと思い、年齢や発達段階に応じた教材
やカリキュラムがしっかりしているイーオンキッズを選びました。
当初は先生が英語しか話さないことに多少の戸惑いもあったとは思

いますが、予習をしっかりすることですぐに順応できました。さらに「予習
をする」→「授業で自信を持って発音できる」がよいサイクルとなり、家
庭学習の基盤ができたと思います。
平日の家庭学習は主に祖父と一緒にしています。祖父は外資系の

会社にいて海外を飛び回っていたため、学ぶ環境としてはかなり整って
いると思います。更に、担任の先生に子どものレベルに合った教材を選
んでもらえるため、次から次へと抵抗なく新しい勉強に取り組めていま
す。
このままどんどん英語を吸収して、コミュニケーションの幅を広げて
いってもらいたいと思います。

春日部校（埼玉県）
イーオンキッズ通学歴：２年11ヶ月

【 2019年 】　
第1回 英検®Jr. ブロンズ 86％合格

大関 凌聖 くん（年長）
おお ぜき りょうせい

前に通っていた英会話教室は、英語耳を育てるにはよかったのです
が、カリキュラムがありませんでした。娘の英語耳ができてきたと感じたの
で、次のステップとして「書く、読む、文法」へ進みたいなと思い、英会話
教室を探していました。何件か見て回ったのですが、方針や教室の雰囲
気などを考慮して、以前自分が通っていたイーオンキッズに決めました。
今は、自分の思った通りに「書く、読む」ことに関しては順調に進んで

いると思いますが、文法はもう少し時間がかかりそうな印象を受けていま
すので、気長に考えています。また、家庭学習でWord Sp lashや
Phonicsをやって、「発音、単語力」も上がってきていると感じています。
特に発音は、既に自分より凄いと思っていますので、こちらが勉強になり
ます。旅行に行った時にホテルのキッズクラブで、外国の子どもとコミュ
ニケーションを取れて友達になれたのが、本人はとてもうれしかったよう
です。次の日から、友達と毎日遊ぶようになり、とても充実した日を過ごし
楽しんでいました。親同士も仲良くなり連絡先を交換して、お互いの国
に行く約束もしました。それから本人の中で、英語に対する意識が変
わったように感じます。また、英検を受けさせていますが、このまま目標ま
で頑張っていけたらと思います。目指せ１級！英語がマスターできたら、違
う言語もやらせてみたいです。
これからも、外国のお友達を沢山作って、遊びに行けるようになっても

らいたいです。さらに、留学、海外での仕事など、日本だけではなく、広い
世界に目を向けてくれたらうれしいです。

市原五井校（千葉県）
イーオンキッズ通学歴：２年８ヶ月
【 2019年 】　
第1回 国連英検ジュニアテスト Dコース 100点
1級合格

鶴谷 敏乃 さん（小学校１年生）
つる　や はる　の
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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。

卒業生のご紹介

2020年から英語教育が変わるということで、娘には楽しく英語に触
れてまずは英語を好きになって欲しいと思い、小学校2年生にあがるタ
イミングで体験レッスンを受けました。普段は人見知りをする娘が、凄く
楽しそうにレッスンを受け、「ここに行きたい！」と希望したので、イーオン
キッズに決めました。
イーオンキッズの先生方は、娘の学習状況を的確にフォローしてく
れ、時には厳しく、頑張ったときには目一杯褒めてくれるので、自信もつ
き、やる気に繋がっているように思います。今年で通い始めて5年目に
なりますが、今は苦手なところ、やるべきことを理解し、自分でスケジュー
ルを組み、毎日コツコツと課題に取り組めるようになりました。英検も、
チャレンジし始めた当初目標にしていた「小学生の間に3級合格」を5
年生でクリアし、今回準2級にも合格できました。英検の学習を通じて、
自分自身を振り返り、どうすればいいかを考えるようになり、今は試行錯
誤しながら自分にあった学習方法を探しているようです。
熱心に指導して下さる先生方と、英検Jr.受験時から一緒に切磋琢

磨してきたイーオンキッズのお友達の存在にも凄く感謝しています。こ
れからも、このすばらしい環境でしっかりと生きた英語を身につけ世界を
広げて欲しいと思います。

守口校（大阪府）
イーオンキッズ通学歴：４年６ヶ月

【 2019年 】　第1回 英検®準2級合格
【 2018年 】　第1回 英検®3級合格
【 2017年 】　第2回 英検®4級合格
　　　　　　第1回 英検®5級合格
【 2016年 】　第1回 英検®Jr. シルバー90％合格
【 2015年 】　第3回 英検®Jr. ブロンズ95％合格

イーオンキッズ平塚校→
イーオン平塚校（神奈川県）
通学歴：８年５ヶ月

【 2019年 】　第1回 英検®2級合格
【 2016年 】　第2回 英検®2級合格
【 2015年 】　第2回 英検®準2級合格

堀井 菜名 さん（小学校６年生）
ほり  い な     な
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イーオンキッズ通学歴：２年3ヶ月
【 2018年 】　
第3回 英検®2級合格

坊田 康太 くん（中学校３年生） 
ぼう  だ こう   た
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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
新越谷校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
つくば桜校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
前橋校 Ｋ.Ｔ 中学３年生
岩国校 Ｙ.Ｍ 高校１年生
柏マルイ校 Ｈ.Ｓ 高校１年生
前橋校 Ｙ.Ｈ 高校１年生
姪浜校 Ｔ.Ｔ 高校１年生
宇都宮校 Ｋ.Ｅ 高校２年生
浦和校 Ａ.Ｈ 高校２年生
八王子校 Ｙ.Ｋ 高校２年生
岡山駅前校 Ａ.Ｎ 高校３年生
岡山表町校 Ｍ.Ｋ 高校３年生
各務原校 Ｙ.Ｗ 高校３年生
掛川校 Ｋ.Ｏ 高校３年生

金沢校 Ｍ.Ｈ 高校３年生
金沢校 Ｍ.Ｍ 高校３年生
カルミア豊橋校 Ｙ.Ｓ 高校３年生
高岡校 Ｒ.Ｙ 高校３年生
徳島校 Ａ.Ｂ 高校３年生
徳島校 Ｙ.Ｋ 高校３年生
半田校 Ｍ.Ｔ 高校３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｔ.Ｋ 高校３年生
藤ケ丘校 Ｓ.Ｏ 高校３年生
姪浜校 Ｍ.Ｕ 高校３年生
本八幡校 Ａ.Ｋ 高校３年生
八事校 Ｋ.Ｓ 高校３年生
四日市校 Ａ.Ｇ 高校３年生

鶴見校 Ｙ.Ｋ 小学３年生
鶴見校 Ｈ.Ｙ 小学３年生
光が丘校 Ｙ.Ｔ 小学５年生
明石校 Ａ.Ｂ 小学６年生
大泉学園校 Ａ.Ｙ 小学６年生
小松駅前校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
府中くるる校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
大府校 Ｈ.Ｅ 中学１年生
札幌本校 Ｙ.Ｈ 中学１年生
新横浜校 Ｒ.Ｙ 中学１年生
秋田アルス校 Ｍ.Ｊ 中学２年生
麻生校 Ｓ.Ｉ 中学２年生
岡崎南校 Ｍ.Ｋ 中学２年生
北越谷校 Ｓ.Ｋ 中学２年生
北越谷校 Ｈ.Ｙ 中学２年生
清水校 Ｋ.Ａ 中学２年生
高松校 Ｋ.Ｆ 中学２年生
つくば駅前校 Ｋ.Ｈ 中学２年生
長崎校 Ｙ.Ｋ 中学２年生
中村公園校 Ｍ.Ｋ 中学２年生

前橋校 Ｙ.Ｆ 中学２年生
松戸校 Ｈ.Ｔ 中学２年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ａ 中学２年生
青葉台東急スクエア校 Ｍ.Ａ 中学３年生
青葉台東急スクエア校 Ｍ.Ｙ 中学３年生
明石校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
秋田アルス校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
安城校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
生駒校 Ｒ.Ｓ 中学３年生
茨木校 Ｍ.Ａ 中学３年生
宇部校 Ｎ.Ｈ 中学３年生
浦和校 Ａ.Ｓ 中学３年生
大泉学園校 Ｍ.Ｈ 中学３年生
大府校 Ｗ.Ｋ 中学３年生
北習志野校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
京都三条校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
黒川校 Ｍ.Ｙ 中学３年生
小牧校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
相模大野ＳＳ校 Ｙ.Ｉ 中学３年生
湘南台校 Ａ.Ｈ 中学３年生
新越谷校 Ｍ.Ｏ 中学３年生
千里中央校 Ｍ.Ｋ 中学３年生

高崎モントレー校 Ｎ.Ｍ 中学３年生
武生駅前校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
武生駅前校 Ｓ.Ｉ 中学３年生
千歳烏山校 Ａ.Ｍ 中学３年生
千歳烏山校 Ｙ.Ｓ 中学３年生
津山校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
徳島校 Ｓ.Ｆ 中学３年生
所沢校 Ｔ.Ｔ 中学３年生
中村公園校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
中村公園校 Ｒ.Ｎ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｍ.Ｎ 中学３年生

フィール旭川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
二日市校 Ｈ.Ｍ 中学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
松山校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
水戸オーパ校 Ｃ.Ｋ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｎ.Ｓ 中学３年生
三原校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
本八幡校 Ｌ.Ｍ 中学３年生
八事校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｃ.Ｋ 中学３年生
楽々園校 Ｈ.Ｏ 中学３年生
ラブラ2新潟本校 Ｈ.Ｍ 中学３年生

4歳
5歳
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

3人 2人 3人
32人 17人 4人 2人
69人 33人 9人 8人 3人
113人 93人 27人 7人 1人
125人 153人 58人 17人 7人
89人 190人 151人 38人 11人 1人
62人 136人 129人 55人 13人 1人
16人 94人 164人 135人 41人 2人

18人 102人 176人 107人 6人

●年齢別 受験者数
5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

0.0%
0.0%

100.0% 100.0% 66.7%
84.4% 64.7% 75.0% 50.0%
91.3% 51.5% 55.6% 37.5% 66.7%
87.6% 61.3% 81.5% 14.3% 0.0%
90.4% 71.9% 58.6% 35.3% 14.3%
94.4% 59.5% 57.6% 28.9% 54.5% 0.0%
100.0% 69.1% 53.5% 10.9% 23.1% 0.0%
100.0% 88.3% 73.8% 36.3% 31.7% 0.0%

88.9% 73.5% 43.2% 42.1% 50.0%

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

4歳
5歳
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

3人 2人 2人
27人 11人 3人 1人
63人 17人 5人 3人 2人
99人 57人 22人 1人
113人 110人 34人 6人 1人
84人 113人 87人 11人 6人
62人 94人 69人 6人 3人
16人 83人 121人 49人 13人

16人 75人 76人 45人 3人

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

509人 738人 647人 438人 182人 11人 2,525人
467人 503人 418人 153人 70人 3人 1,614人

90.2% 70.6% 56.3% 54.5% 27.8% 13.0% 64.0%

５級 ４級 ３級 準２級 ２級 準１級 合計

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

小学1年生 小学1年生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 中学3年生

小松駅前校
中山校
所沢校

広島T-SITE校
安城校

会津若松校
四谷校 小山校 鶴見校

新越谷校
前橋校
つくば桜校

受験者数
合格者数

（参考値）前号の合格率

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

4歳
5歳
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。
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。

全国で、のべ2,525人のイーオンキッズ生が英検を受験し、うち1,614人が見事に合格しました。合格率は63.92％と高い水準を保っています。
今回は、受験者数は減少したものの、特に高いレベルの級の合格率が上がりました。前号掲載の合格率と比べると、2級は27.8%から38.5%に、準1級は13.0%から27.3%
に上がっています。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是非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級合格、中学生で英検2級～準1級合格、高校生で英検準1級合格もしくはTOEIC L&Rテスト800点以上取得された方に、 奨学金として
2000円の図書カードを、全年齢で英検1級合格された方に3000円の図書カードをプレゼントしています。 ※このキャンペーンは今回をもちまして終了と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1回が対象となります。
※1次試験日：2019年6月2日／ 2次試験日：6月30日、7月7日

資格試験合格応援キャンペーン ※今回のキャンペーンは、英検2019年度第1回、TOEIC L&Rテスト2019年1月～ 6月受験分が対象となります。

～英検®合格者＆ＴＯＥＩＣ®Ｌ＆Ｒテストハイスコア受賞者一覧～ 
● 英検®合格者一覧 

「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

4

小山校 Ｈ.Ｔ 小学２年生
小山校 Ｎ.Ｓ 小学３年生
川西モザイクボックス校 Ｍ.Ｏ 小学３年生
光が丘校 Ｒ.Ｔ 小学３年生
新宿南口校 Ｄ.Ｓ 小学４年生
上尾校 Ｍ.Ｗ 小学５年生
岩倉校 Ａ.Ｋ 小学５年生
つくば桜校 Ｈ.Ｋ 小学５年生
西新井校 Ｓ.Ｋ 小学５年生
半田校 Ｋ.Ｔ 小学５年生
武蔵小杉校 Ｋ.Ｆ 小学５年生

大府校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
勝川校 Ｍ.Ｓ 小学６年生
北習志野校 Ｆ.Ｋ 小学６年生
甲府校 Ｓ.Ｏ 小学６年生
千里中央校 Ｈ.Ｆ 小学６年生
高崎モントレー校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
津山校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
西宮北口校 Ａ.Ｋ 小学６年生
星ケ丘校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
守口校 Ｎ.Ｈ 小学６年生
守口校 Ｍ.Ｙ 小学６年生

会津若松校 Ｙ.Ｔ 小学１年生
四谷校 Ｈ.Ｋ 小学１年生
安城校 Ｙ.Ｓ 小学２年生
仙台ロフト校 Ｙ.Ｈ 小学２年生
目白校 Ｋ.Ｓ 小学２年生
会津若松校 Ｙ.Ｔ 小学３年生
岡山表町校 Ｓ.Ｙ 小学３年生
グランデュオ蒲田校 Ｍ.Ｍ 小学３年生
半田校 Ａ.Ｔ 小学３年生
本八幡校 Ｊ.Ｋ 小学３年生
アリオ仙台泉校 Ａ.Ｓ 小学４年生
池袋本校 Ｙ.Ｋ 小学４年生
生駒校 Ｃ.Ｍ 小学４年生
大分校 Ａ.Ｋ 小学４年生
学園前駅ビル校 Ｍ.Ｙ 小学４年生
柏マルイ校 Ｌ.Ｗ 小学４年生
京橋校 Ｅ.Ａ 小学４年生
黒川校 Ｗ.Ｉ 小学４年生
札幌駅北口校 Ｋ.Ｍ 小学４年生
新宿南口校 Ｒ.Ｆ 小学４年生
仙台ロフト校 Ｓ.Ｓ 小学４年生
千里中央校 Ｋ.Ｎ 小学４年生
高松校 Ａ.Ｔ 小学４年生
つくば駅前校 Ａ.Ｈ 小学４年生
豊洲シエルタワー校 Ｕ.Ｈ 小学４年生
西宮北口校 Ｋ.Ｋ 小学４年生
練馬校 Ｈ.Ｏ 小学４年生
原校 Ｋ.Ｍ 小学４年生
平塚校 Ｋ.Ｎ 小学４年生
府中くるる校 Ｋ.Ｓ 小学４年生
二日市校 Ｒ.Ｎ 小学４年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｋ.Ａ 小学４年生
明石校 Ｎ.Ａ 小学５年生
明石校 Ｍ.Ｔ 小学５年生
アリオ仙台泉校 Ｙ.Ｈ 小学５年生
泉佐野校 Ｎ.Ｇ 小学５年生
茨木校 Ｙ.Ａ 小学５年生
茨木校 Ｒ.Ｇ 小学５年生
エキシティ広島校 Ｒ.Ｏ 小学５年生
エルミこうのす校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
加古川校 Ｋ.Ｉ 小学５年生
熊本校 Ｙ.Ｔ 小学５年生
黒川校 Ａ.Ｓ 小学５年生
相模大野ＳＳ校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
佐世保校 Ｙ.Ｓ 小学５年生
志木校 Ｓ.Ｔ 小学５年生
下関ゆめシティ校 Ｄ.Ｆ 小学５年生
新越谷校 Ｋ.Ｍ 小学５年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｍ.Ｋ 小学５年生
新横浜校 Ｍ.Ｒ 小学５年生
諏訪ＳＰ校 Ｍ.Ｋ 小学５年生
調布校 Ｓ.Ｏ 小学５年生
津山校 Ｍ.Ｉ 小学５年生
天王寺校 Ｙ.Ｓ 小学５年生
所沢校 Ｅ.Ｎ 小学５年生
西葛西校 Ｓ.Ｉ 小学５年生
練馬校 Ｓ.Ｋ 小学５年生
原校 Ｙ.Ｆ 小学５年生
原校 Ｍ.Ｆ 小学５年生
光が丘校 Ｋ.Ｏ 小学５年生
光が丘校 Ｊ.Ｉ 小学５年生
日吉東急アベニュー校 Ｙ.Ｗ 小学５年生
平塚校 Ａ.Ｈ 小学５年生
平塚校 Ａ.Ｕ 小学５年生
府中くるる校 Ｍ.Ｋ 小学５年生
星ケ丘校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
明石校 Ａ.Ｍ 小学６年生
昭島モリタウン校 Ｒ.Ｓ 小学６年生
昭島モリタウン校 Ａ.Ｓ 小学６年生
アクアウォーク大垣校 Ｙ.Ｆ 小学６年生
麻生校 Ｓ.Ｈ 小学６年生
安城校 Ｔ.Ｋ 小学６年生
池田校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
生駒校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
出雲校 Ｈ.Ｓ 小学６年生
上田校 Ｒ.Ｔ 小学６年生
浦安校 Ｙ.Ｎ 小学６年生

浦和校 Ｄ.Ｓ 小学６年生
浦和校 Ｔ.Ｈ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｃ.Ｉ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｄ.Ｋ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｈ.Ｓ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
小田原駅前校 Ｃ.Ｙ 小学６年生
小山校 Ｃ.Ｉ 小学６年生
掛川校 Ｈ.Ｍ 小学６年生
掛川校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
掛川校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
勝川校 Ｙ.Ｉ 小学６年生
かにえ校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
かにえ校 Ｎ.Ｍ 小学６年生
刈谷校 Ｍ.Ｎ 小学６年生
カルミア豊橋校 Ｓ.Ｓ 小学６年生
北大路校 Ｋ.Ｓ 小学６年生
北大路校 Ｚ.Ｓ 小学６年生
北大路校 Ｓ.Ｉ 小学６年生
北越谷校 Ｈ.Ｎ 小学６年生
北習志野校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
北習志野校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
熊谷アズ校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
グランデュオ蒲田校 Ｒ.Ｔ 小学６年生
グランデュオ蒲田校 Ｈ.Ｈ 小学６年生
桑名校 Ａ.Ｎ 小学６年生
甲府校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
小倉校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
小牧校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
小牧校 Ｃ.Ｇ 小学６年生
佐世保校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
自由が丘東急ビル校 Ｍ.Ｎ 小学６年生
湘南藤沢オーパ校 Ｉ.Ｙ 小学６年生
新所沢パルコ校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
諏訪ＳＰ校 Ｈ.Ｋ 小学６年生
西神中央校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
高崎モントレー校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
調布校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
つくば桜校 Ｇ.Ｎ 小学６年生
津田沼パルコ校 Ｔ.Ｂ 小学６年生
津田沼パルコ校 Ｏ.Ｈ 小学６年生
津田沼パルコ校 Ｍ.Ｉ 小学６年生
津山校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
津山校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
鶴見校 Ｒ.Ｆ 小学６年生
徳島校 Ｓ.Ｆ 小学６年生
所沢校 Ｉ.Ｆ 小学６年生
豊洲シエルタワー校 Ｈ.Ｔ 小学６年生
豊洲シエルタワー校 Ｙ.Ｎ 小学６年生
鳴海校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
練馬校 Ｍ.Ｉ 小学６年生
八王子校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
八王子校 Ｍ.Ｎ 小学６年生
パルティせと校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
半田校 Ｙ.Ｈ 小学６年生
東戸塚校 Ｎ.Ｏ 小学６年生
東戸塚校 Ｅ.Ｎ 小学６年生
東広島校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
日吉東急アベニュー校 Ｙ.Ｉ 小学６年生
日吉東急アベニュー校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
フィール旭川校 Ｓ.Ｎ 小学６年生
府中くるる校 Ｈ.Ｔ 小学６年生
府中くるる校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
前橋校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
松阪校 Ｈ.Ｆ 小学６年生
松戸校 Ｋ.Ｙ 小学６年生
松山校 Ａ.Ｓ 小学６年生
水戸オーパ校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
三原校 Ｋ.Ｎ 小学６年生
宮崎カリーノ校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
姪浜校 Ｈ.Ｕ 小学６年生
盛岡ＭＯＳＳビル校 Ｓ.Ｆ 小学６年生
盛岡ＭＯＳＳビル校 Ｋ.Ｆ 小学６年生
楽々園校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
ラブラ2新潟本校 Ｙ.Ｎ 小学６年生
和歌山ＧＰ校 Ｙ.Ｎ 小学６年生

鶴見校 Ｙ.Ｋ 小学３年生
鶴見校 Ｈ.Ｙ 小学３年生
光が丘校 Ｙ.Ｔ 小学５年生
明石校 Ａ.Ｂ 小学６年生
大泉学園校 Ａ.Ｙ 小学６年生
小松駅前校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
府中くるる校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
大府校 Ｈ.Ｅ 中学１年生
札幌本校 Ｙ.Ｈ 中学１年生
新横浜校 Ｒ.Ｙ 中学１年生
秋田アルス校 Ｍ.Ｊ 中学２年生
麻生校 Ｓ.Ｉ 中学２年生
岡崎南校 Ｍ.Ｋ 中学２年生
北越谷校 Ｓ.Ｋ 中学２年生
北越谷校 Ｈ.Ｙ 中学２年生
清水校 Ｋ.Ａ 中学２年生
高松校 Ｋ.Ｆ 中学２年生
つくば駅前校 Ｋ.Ｈ 中学２年生
長崎校 Ｙ.Ｋ 中学２年生
中村公園校 Ｍ.Ｋ 中学２年生

前橋校 Ｙ.Ｆ 中学２年生
松戸校 Ｈ.Ｔ 中学２年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ａ 中学２年生
青葉台東急スクエア校 Ｍ.Ａ 中学３年生
青葉台東急スクエア校 Ｍ.Ｙ 中学３年生
明石校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
秋田アルス校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
安城校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
生駒校 Ｒ.Ｓ 中学３年生
茨木校 Ｍ.Ａ 中学３年生
宇部校 Ｎ.Ｈ 中学３年生
浦和校 Ａ.Ｓ 中学３年生
大泉学園校 Ｍ.Ｈ 中学３年生
大府校 Ｗ.Ｋ 中学３年生
北習志野校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
京都三条校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
黒川校 Ｍ.Ｙ 中学３年生
小牧校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
相模大野ＳＳ校 Ｙ.Ｉ 中学３年生
湘南台校 Ａ.Ｈ 中学３年生
新越谷校 Ｍ.Ｏ 中学３年生
千里中央校 Ｍ.Ｋ 中学３年生

高崎モントレー校 Ｎ.Ｍ 中学３年生
武生駅前校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
武生駅前校 Ｓ.Ｉ 中学３年生
千歳烏山校 Ａ.Ｍ 中学３年生
千歳烏山校 Ｙ.Ｓ 中学３年生
津山校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
徳島校 Ｓ.Ｆ 中学３年生
所沢校 Ｔ.Ｔ 中学３年生
中村公園校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
中村公園校 Ｒ.Ｎ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｍ.Ｎ 中学３年生

フィール旭川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
二日市校 Ｈ.Ｍ 中学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
松山校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
水戸オーパ校 Ｃ.Ｋ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｎ.Ｓ 中学３年生
三原校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
本八幡校 Ｌ.Ｍ 中学３年生
八事校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｃ.Ｋ 中学３年生
楽々園校 Ｈ.Ｏ 中学３年生
ラブラ2新潟本校 Ｈ.Ｍ 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

945点 アリオ仙台泉校 Ｒ.Ａ 高校３年生
880点 アリオ仙台泉校 Ｍ.Ｓ 高校３年生

学校名スコア イニシャル 学年●TOEIC®Ｌ＆Ｒテスト
　ハイスコア受賞者一覧

小学生
中学生

2級

幼　児
小学生

3級

小学生

準2級

5



級/対象 学校名 イニシャル 学年 学校名 イニシャル 学年
新越谷校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
つくば桜校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
前橋校 Ｋ.Ｔ 中学３年生
岩国校 Ｙ.Ｍ 高校１年生
柏マルイ校 Ｈ.Ｓ 高校１年生
前橋校 Ｙ.Ｈ 高校１年生
姪浜校 Ｔ.Ｔ 高校１年生
宇都宮校 Ｋ.Ｅ 高校２年生
浦和校 Ａ.Ｈ 高校２年生
八王子校 Ｙ.Ｋ 高校２年生
岡山駅前校 Ａ.Ｎ 高校３年生
岡山表町校 Ｍ.Ｋ 高校３年生
各務原校 Ｙ.Ｗ 高校３年生
掛川校 Ｋ.Ｏ 高校３年生

金沢校 Ｍ.Ｈ 高校３年生
金沢校 Ｍ.Ｍ 高校３年生
カルミア豊橋校 Ｙ.Ｓ 高校３年生
高岡校 Ｒ.Ｙ 高校３年生
徳島校 Ａ.Ｂ 高校３年生
徳島校 Ｙ.Ｋ 高校３年生
半田校 Ｍ.Ｔ 高校３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｔ.Ｋ 高校３年生
藤ケ丘校 Ｓ.Ｏ 高校３年生
姪浜校 Ｍ.Ｕ 高校３年生
本八幡校 Ａ.Ｋ 高校３年生
八事校 Ｋ.Ｓ 高校３年生
四日市校 Ａ.Ｇ 高校３年生

鶴見校 Ｙ.Ｋ 小学３年生
鶴見校 Ｈ.Ｙ 小学３年生
光が丘校 Ｙ.Ｔ 小学５年生
明石校 Ａ.Ｂ 小学６年生
大泉学園校 Ａ.Ｙ 小学６年生
小松駅前校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
府中くるる校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
大府校 Ｈ.Ｅ 中学１年生
札幌本校 Ｙ.Ｈ 中学１年生
新横浜校 Ｒ.Ｙ 中学１年生
秋田アルス校 Ｍ.Ｊ 中学２年生
麻生校 Ｓ.Ｉ 中学２年生
岡崎南校 Ｍ.Ｋ 中学２年生
北越谷校 Ｓ.Ｋ 中学２年生
北越谷校 Ｈ.Ｙ 中学２年生
清水校 Ｋ.Ａ 中学２年生
高松校 Ｋ.Ｆ 中学２年生
つくば駅前校 Ｋ.Ｈ 中学２年生
長崎校 Ｙ.Ｋ 中学２年生
中村公園校 Ｍ.Ｋ 中学２年生

前橋校 Ｙ.Ｆ 中学２年生
松戸校 Ｈ.Ｔ 中学２年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ａ 中学２年生
青葉台東急スクエア校 Ｍ.Ａ 中学３年生
青葉台東急スクエア校 Ｍ.Ｙ 中学３年生
明石校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
秋田アルス校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
安城校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
生駒校 Ｒ.Ｓ 中学３年生
茨木校 Ｍ.Ａ 中学３年生
宇部校 Ｎ.Ｈ 中学３年生
浦和校 Ａ.Ｓ 中学３年生
大泉学園校 Ｍ.Ｈ 中学３年生
大府校 Ｗ.Ｋ 中学３年生
北習志野校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
京都三条校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
黒川校 Ｍ.Ｙ 中学３年生
小牧校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
相模大野ＳＳ校 Ｙ.Ｉ 中学３年生
湘南台校 Ａ.Ｈ 中学３年生
新越谷校 Ｍ.Ｏ 中学３年生
千里中央校 Ｍ.Ｋ 中学３年生

高崎モントレー校 Ｎ.Ｍ 中学３年生
武生駅前校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
武生駅前校 Ｓ.Ｉ 中学３年生
千歳烏山校 Ａ.Ｍ 中学３年生
千歳烏山校 Ｙ.Ｓ 中学３年生
津山校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
徳島校 Ｓ.Ｆ 中学３年生
所沢校 Ｔ.Ｔ 中学３年生
中村公園校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
中村公園校 Ｒ.Ｎ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｍ.Ｎ 中学３年生

フィール旭川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
二日市校 Ｈ.Ｍ 中学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
松山校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
水戸オーパ校 Ｃ.Ｋ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｎ.Ｓ 中学３年生
三原校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
本八幡校 Ｌ.Ｍ 中学３年生
八事校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｃ.Ｋ 中学３年生
楽々園校 Ｈ.Ｏ 中学３年生
ラブラ2新潟本校 Ｈ.Ｍ 中学３年生

4歳
5歳
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

3人 2人 3人
32人 17人 4人 2人
69人 33人 9人 8人 3人
113人 93人 27人 7人 1人
125人 153人 58人 17人 7人
89人 190人 151人 38人 11人 1人
62人 136人 129人 55人 13人 1人
16人 94人 164人 135人 41人 2人

18人 102人 176人 107人 6人

●年齢別 受験者数
5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

0.0%
0.0%

100.0% 100.0% 66.7%
84.4% 64.7% 75.0% 50.0%
91.3% 51.5% 55.6% 37.5% 66.7%
87.6% 61.3% 81.5% 14.3% 0.0%
90.4% 71.9% 58.6% 35.3% 14.3%
94.4% 59.5% 57.6% 28.9% 54.5% 0.0%
100.0% 69.1% 53.5% 10.9% 23.1% 0.0%
100.0% 88.3% 73.8% 36.3% 31.7% 0.0%

88.9% 73.5% 43.2% 42.1% 50.0%

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

4歳
5歳
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

3人 2人 2人
27人 11人 3人 1人
63人 17人 5人 3人 2人
99人 57人 22人 1人
113人 110人 34人 6人 1人
84人 113人 87人 11人 6人
62人 94人 69人 6人 3人
16人 83人 121人 49人 13人

16人 75人 76人 45人 3人

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

509人 738人 647人 438人 182人 11人 2,525人
467人 503人 418人 153人 70人 3人 1,614人

90.2% 70.6% 56.3% 54.5% 27.8% 13.0% 64.0%

５級 ４級 ３級 準２級 ２級 準１級 合計

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

小学1年生 小学1年生 小学1年生 小学2年生 小学3年生 中学3年生

小松駅前校
中山校
所沢校

広島T-SITE校
安城校

会津若松校
四谷校 小山校 鶴見校

新越谷校
前橋校
つくば桜校

受験者数
合格者数

（参考値）前号の合格率

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

4歳
5歳
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。
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。

全国で、のべ2,525人のイーオンキッズ生が英検を受験し、うち1,614人が見事に合格しました。合格率は63.92％と高い水準を保っています。
今回は、受験者数は減少したものの、特に高いレベルの級の合格率が上がりました。前号掲載の合格率と比べると、2級は27.8%から38.5%に、準1級は13.0%から27.3%
に上がっています。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是非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級合格、中学生で英検2級～準1級合格、高校生で英検準1級合格もしくはTOEIC L&Rテスト800点以上取得された方に、 奨学金として
2000円の図書カードを、全年齢で英検1級合格された方に3000円の図書カードをプレゼントしています。 ※このキャンペーンは今回をもちまして終了と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1回が対象となります。
※1次試験日：2019年6月2日／ 2次試験日：6月30日、7月7日

資格試験合格応援キャンペーン ※今回のキャンペーンは、英検2019年度第1回、TOEIC L&Rテスト2019年1月～ 6月受験分が対象となります。

～英検®合格者＆ＴＯＥＩＣ®Ｌ＆Ｒテストハイスコア受賞者一覧～ 
● 英検®合格者一覧 

「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

4

小山校 Ｈ.Ｔ 小学２年生
小山校 Ｎ.Ｓ 小学３年生
川西モザイクボックス校 Ｍ.Ｏ 小学３年生
光が丘校 Ｒ.Ｔ 小学３年生
新宿南口校 Ｄ.Ｓ 小学４年生
上尾校 Ｍ.Ｗ 小学５年生
岩倉校 Ａ.Ｋ 小学５年生
つくば桜校 Ｈ.Ｋ 小学５年生
西新井校 Ｓ.Ｋ 小学５年生
半田校 Ｋ.Ｔ 小学５年生
武蔵小杉校 Ｋ.Ｆ 小学５年生

大府校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
勝川校 Ｍ.Ｓ 小学６年生
北習志野校 Ｆ.Ｋ 小学６年生
甲府校 Ｓ.Ｏ 小学６年生
千里中央校 Ｈ.Ｆ 小学６年生
高崎モントレー校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
津山校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
西宮北口校 Ａ.Ｋ 小学６年生
星ケ丘校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
守口校 Ｎ.Ｈ 小学６年生
守口校 Ｍ.Ｙ 小学６年生

会津若松校 Ｙ.Ｔ 小学１年生
四谷校 Ｈ.Ｋ 小学１年生
安城校 Ｙ.Ｓ 小学２年生
仙台ロフト校 Ｙ.Ｈ 小学２年生
目白校 Ｋ.Ｓ 小学２年生
会津若松校 Ｙ.Ｔ 小学３年生
岡山表町校 Ｓ.Ｙ 小学３年生
グランデュオ蒲田校 Ｍ.Ｍ 小学３年生
半田校 Ａ.Ｔ 小学３年生
本八幡校 Ｊ.Ｋ 小学３年生
アリオ仙台泉校 Ａ.Ｓ 小学４年生
池袋本校 Ｙ.Ｋ 小学４年生
生駒校 Ｃ.Ｍ 小学４年生
大分校 Ａ.Ｋ 小学４年生
学園前駅ビル校 Ｍ.Ｙ 小学４年生
柏マルイ校 Ｌ.Ｗ 小学４年生
京橋校 Ｅ.Ａ 小学４年生
黒川校 Ｗ.Ｉ 小学４年生
札幌駅北口校 Ｋ.Ｍ 小学４年生
新宿南口校 Ｒ.Ｆ 小学４年生
仙台ロフト校 Ｓ.Ｓ 小学４年生
千里中央校 Ｋ.Ｎ 小学４年生
高松校 Ａ.Ｔ 小学４年生
つくば駅前校 Ａ.Ｈ 小学４年生
豊洲シエルタワー校 Ｕ.Ｈ 小学４年生
西宮北口校 Ｋ.Ｋ 小学４年生
練馬校 Ｈ.Ｏ 小学４年生
原校 Ｋ.Ｍ 小学４年生
平塚校 Ｋ.Ｎ 小学４年生
府中くるる校 Ｋ.Ｓ 小学４年生
二日市校 Ｒ.Ｎ 小学４年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｋ.Ａ 小学４年生
明石校 Ｎ.Ａ 小学５年生
明石校 Ｍ.Ｔ 小学５年生
アリオ仙台泉校 Ｙ.Ｈ 小学５年生
泉佐野校 Ｎ.Ｇ 小学５年生
茨木校 Ｙ.Ａ 小学５年生
茨木校 Ｒ.Ｇ 小学５年生
エキシティ広島校 Ｒ.Ｏ 小学５年生
エルミこうのす校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
加古川校 Ｋ.Ｉ 小学５年生
熊本校 Ｙ.Ｔ 小学５年生
黒川校 Ａ.Ｓ 小学５年生
相模大野ＳＳ校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
佐世保校 Ｙ.Ｓ 小学５年生
志木校 Ｓ.Ｔ 小学５年生
下関ゆめシティ校 Ｄ.Ｆ 小学５年生
新越谷校 Ｋ.Ｍ 小学５年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｍ.Ｋ 小学５年生
新横浜校 Ｍ.Ｒ 小学５年生
諏訪ＳＰ校 Ｍ.Ｋ 小学５年生
調布校 Ｓ.Ｏ 小学５年生
津山校 Ｍ.Ｉ 小学５年生
天王寺校 Ｙ.Ｓ 小学５年生
所沢校 Ｅ.Ｎ 小学５年生
西葛西校 Ｓ.Ｉ 小学５年生
練馬校 Ｓ.Ｋ 小学５年生
原校 Ｙ.Ｆ 小学５年生
原校 Ｍ.Ｆ 小学５年生
光が丘校 Ｋ.Ｏ 小学５年生
光が丘校 Ｊ.Ｉ 小学５年生
日吉東急アベニュー校 Ｙ.Ｗ 小学５年生
平塚校 Ａ.Ｈ 小学５年生
平塚校 Ａ.Ｕ 小学５年生
府中くるる校 Ｍ.Ｋ 小学５年生
星ケ丘校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
明石校 Ａ.Ｍ 小学６年生
昭島モリタウン校 Ｒ.Ｓ 小学６年生
昭島モリタウン校 Ａ.Ｓ 小学６年生
アクアウォーク大垣校 Ｙ.Ｆ 小学６年生
麻生校 Ｓ.Ｈ 小学６年生
安城校 Ｔ.Ｋ 小学６年生
池田校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
生駒校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
出雲校 Ｈ.Ｓ 小学６年生
上田校 Ｒ.Ｔ 小学６年生
浦安校 Ｙ.Ｎ 小学６年生

浦和校 Ｄ.Ｓ 小学６年生
浦和校 Ｔ.Ｈ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｃ.Ｉ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｄ.Ｋ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｈ.Ｓ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
小田原駅前校 Ｃ.Ｙ 小学６年生
小山校 Ｃ.Ｉ 小学６年生
掛川校 Ｈ.Ｍ 小学６年生
掛川校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
掛川校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
勝川校 Ｙ.Ｉ 小学６年生
かにえ校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
かにえ校 Ｎ.Ｍ 小学６年生
刈谷校 Ｍ.Ｎ 小学６年生
カルミア豊橋校 Ｓ.Ｓ 小学６年生
北大路校 Ｋ.Ｓ 小学６年生
北大路校 Ｚ.Ｓ 小学６年生
北大路校 Ｓ.Ｉ 小学６年生
北越谷校 Ｈ.Ｎ 小学６年生
北習志野校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
北習志野校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
熊谷アズ校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
グランデュオ蒲田校 Ｒ.Ｔ 小学６年生
グランデュオ蒲田校 Ｈ.Ｈ 小学６年生
桑名校 Ａ.Ｎ 小学６年生
甲府校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
小倉校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
小牧校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
小牧校 Ｃ.Ｇ 小学６年生
佐世保校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
自由が丘東急ビル校 Ｍ.Ｎ 小学６年生
湘南藤沢オーパ校 Ｉ.Ｙ 小学６年生
新所沢パルコ校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
諏訪ＳＰ校 Ｈ.Ｋ 小学６年生
西神中央校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
高崎モントレー校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
調布校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
つくば桜校 Ｇ.Ｎ 小学６年生
津田沼パルコ校 Ｔ.Ｂ 小学６年生
津田沼パルコ校 Ｏ.Ｈ 小学６年生
津田沼パルコ校 Ｍ.Ｉ 小学６年生
津山校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
津山校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
鶴見校 Ｒ.Ｆ 小学６年生
徳島校 Ｓ.Ｆ 小学６年生
所沢校 Ｉ.Ｆ 小学６年生
豊洲シエルタワー校 Ｈ.Ｔ 小学６年生
豊洲シエルタワー校 Ｙ.Ｎ 小学６年生
鳴海校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
練馬校 Ｍ.Ｉ 小学６年生
八王子校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
八王子校 Ｍ.Ｎ 小学６年生
パルティせと校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
半田校 Ｙ.Ｈ 小学６年生
東戸塚校 Ｎ.Ｏ 小学６年生
東戸塚校 Ｅ.Ｎ 小学６年生
東広島校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
日吉東急アベニュー校 Ｙ.Ｉ 小学６年生
日吉東急アベニュー校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
フィール旭川校 Ｓ.Ｎ 小学６年生
府中くるる校 Ｈ.Ｔ 小学６年生
府中くるる校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
前橋校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
松阪校 Ｈ.Ｆ 小学６年生
松戸校 Ｋ.Ｙ 小学６年生
松山校 Ａ.Ｓ 小学６年生
水戸オーパ校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
三原校 Ｋ.Ｎ 小学６年生
宮崎カリーノ校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
姪浜校 Ｈ.Ｕ 小学６年生
盛岡ＭＯＳＳビル校 Ｓ.Ｆ 小学６年生
盛岡ＭＯＳＳビル校 Ｋ.Ｆ 小学６年生
楽々園校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
ラブラ2新潟本校 Ｙ.Ｎ 小学６年生
和歌山ＧＰ校 Ｙ.Ｎ 小学６年生

鶴見校 Ｙ.Ｋ 小学３年生
鶴見校 Ｈ.Ｙ 小学３年生
光が丘校 Ｙ.Ｔ 小学５年生
明石校 Ａ.Ｂ 小学６年生
大泉学園校 Ａ.Ｙ 小学６年生
小松駅前校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
府中くるる校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
大府校 Ｈ.Ｅ 中学１年生
札幌本校 Ｙ.Ｈ 中学１年生
新横浜校 Ｒ.Ｙ 中学１年生
秋田アルス校 Ｍ.Ｊ 中学２年生
麻生校 Ｓ.Ｉ 中学２年生
岡崎南校 Ｍ.Ｋ 中学２年生
北越谷校 Ｓ.Ｋ 中学２年生
北越谷校 Ｈ.Ｙ 中学２年生
清水校 Ｋ.Ａ 中学２年生
高松校 Ｋ.Ｆ 中学２年生
つくば駅前校 Ｋ.Ｈ 中学２年生
長崎校 Ｙ.Ｋ 中学２年生
中村公園校 Ｍ.Ｋ 中学２年生

前橋校 Ｙ.Ｆ 中学２年生
松戸校 Ｈ.Ｔ 中学２年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ａ 中学２年生
青葉台東急スクエア校 Ｍ.Ａ 中学３年生
青葉台東急スクエア校 Ｍ.Ｙ 中学３年生
明石校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
秋田アルス校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
安城校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
生駒校 Ｒ.Ｓ 中学３年生
茨木校 Ｍ.Ａ 中学３年生
宇部校 Ｎ.Ｈ 中学３年生
浦和校 Ａ.Ｓ 中学３年生
大泉学園校 Ｍ.Ｈ 中学３年生
大府校 Ｗ.Ｋ 中学３年生
北習志野校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
京都三条校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
黒川校 Ｍ.Ｙ 中学３年生
小牧校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
相模大野ＳＳ校 Ｙ.Ｉ 中学３年生
湘南台校 Ａ.Ｈ 中学３年生
新越谷校 Ｍ.Ｏ 中学３年生
千里中央校 Ｍ.Ｋ 中学３年生

高崎モントレー校 Ｎ.Ｍ 中学３年生
武生駅前校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
武生駅前校 Ｓ.Ｉ 中学３年生
千歳烏山校 Ａ.Ｍ 中学３年生
千歳烏山校 Ｙ.Ｓ 中学３年生
津山校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
徳島校 Ｓ.Ｆ 中学３年生
所沢校 Ｔ.Ｔ 中学３年生
中村公園校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
中村公園校 Ｒ.Ｎ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｍ.Ｎ 中学３年生

フィール旭川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
二日市校 Ｈ.Ｍ 中学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
松山校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
水戸オーパ校 Ｃ.Ｋ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｎ.Ｓ 中学３年生
三原校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
本八幡校 Ｌ.Ｍ 中学３年生
八事校 Ｒ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｃ.Ｋ 中学３年生
楽々園校 Ｈ.Ｏ 中学３年生
ラブラ2新潟本校 Ｈ.Ｍ 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

945点 アリオ仙台泉校 Ｒ.Ａ 高校３年生
880点 アリオ仙台泉校 Ｍ.Ｓ 高校３年生

学校名スコア イニシャル 学年●TOEIC®Ｌ＆Ｒテスト
　ハイスコア受賞者一覧

小学生
中学生

2級

幼　児
小学生

3級

小学生

準2級
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資格試験合格応援
キャンペーン！！

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級以上合格、高校生でTOEIC®L&Rテスト800点以上 

週1回、外国人の先生のグループレッスンを受講しています。３歳から続けている英語の勉強で培った力
のレベルの確認と、それに合格することによる次なるステップへのモチベーション向上のために英検にチャ
レンジしました。英検３級の対策として行ったことは、過去問題を何度も解くことと、二次試験の模試として、
入室から退室まで練習したことです。毎週外国人の担任の先生と英語で質問、発言させてもらうことで、二
次試験の会話への自信がついたと思います。
イーオンキッズで同じクラスにいる英検保持者のライバルと切磋琢磨しながら勉強してきたので、英検３
級に合格したときは安心しました。合格前は準２級の受験は少し休みたい…と弱気でしたが、合格したとた
ん、早く準２級合格への準備に取りかかりたい！と一気にモチベーションが上がりました。準２級は単語や熟
語などをコツコツ勉強し、小学３年生で合格したいと思っています！

小学２年生で英検®３級合格！

受賞者
の声

安城校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：１年４ヶ月

2019年　第1回英検®3級合格　
2018年　第2回英検®5級合格

小山校（栃木県）
イーオンキッズ通学歴：１年６ヶ月
海外経験：アメリカ１年10ヶ月

2019年　第1回英検®準2級合格
2018年　第3回英検®3級合格

第2回英検®4級合格

鶴見校（神奈川県）
イーオンキッズ通学歴：２年
海外経験：シンガポール２年６ヶ月

2019年　第1回英検®2級合格
2018年　第3回英検®準2級合格
2017年　第2回英検®3級合格

週1回、外国人の先生のレッスンを受講しています。幼稚園のときに2年弱アメリカに滞在しておりましたが、
帰国後は英語を使う機会が無くなるので、身についた英語を忘れないようにするためにイーオンキッズに通い始
めました。またどのくらい英語が身についているかの確認のため、さらに合格することで自信につながり、やる気を
維持できるのではないかと思い、英検を受けてみようと考えました。
普段はイーオンキッズで習った内容の予習・復習、英検のためには予想問題集と過去問を解いて練習しまし

た。特に語彙不足を補う勉強（わからない単語・熟語をノートに書いておく等）を行ったり、苦手な英作文は決めら
れた形に添って自分で作成するように指導しました。また、二次試験の面接の対策はプライベートレッスンを受講
し、面接の流れや答え方、わからないときはどうすれば良いかなどを教えて頂きました。
前回合格したことで、自信がつき次の級も挑戦してみようという気になったり、対策の勉強をきちんと計画的に

できるようになったりと、良い変化がありました。今回準２級を受験して、そもそもの内容を理解するのが難しく、上
の級を受けるためにはしばらく勉強と成長が必要と感じました。まずは準２級の復習をして確実に身につけてから
２級に挑戦しようと考えています。

小学２年生で英検®準２級合格！

英語力キープのため、週1回、外国人の先生のプライベートレッスンを受講しています。レッスンでは、必ず授
業の前にShow & Tell※をやってもらうようお願いし、人前で話す、プレゼンテーションできる力を養っています。
さらに普段のレッスンでは、会話重視でお願いしています。
英検2級はとにかく単語力が必要でしたので、単語を覚えました。練習のため、時間配分を身につけるため、過

去問を10回分すべて解きました。なお、リスニング力が落ちないように、普段から映画、テレビアニメは英語で観
るようにしています。また、普段の教室で、先生たちが温かく見守ってくれた中で受けることができたので、最後ま
で落ち着いて普段通りの力が発揮できたようです。
英検2級に合格したときはとても喜んでおり、さらに次のステップに進みたいという目標から、もっと英語力をつ

けたいと思うようになったようです。さらに難しい原書を読むようになり、英語を楽しんでいます。本人は、小学校
在学中に英検準1級合格を目指したいと言っています。

小学３年生で英検®２級合格！

阪部 雄人くん（小学校２年生）
さか　べ ゆう　と

富坂 晴貴くん（小学校２年生）
とみ さか はる　き

柳 英寿くん（小学校３年生）
やなぎ ひで とし

※Show & Tell : 何かを見せながら、それについて人前で話すこと。
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週1回、日本人の先生のCheckpointというラウンドアップレッスンを受けています。小学生の頃に英検の

存在を知って、面白そうだと思ってチャレンジしていたら、いつの間にかここまで来ました（笑）。英検対策とし

て、英検のテキストを何回も繰り返し解きました。また、ウェブで公開されていた3回分の過去問を2周し、わ

からなかった単語や熟語をすべて書き出して覚えました。毎週のレッスンの中で、大学生や社会人の人と英

語で会話をするので、二次試験のときもあまり緊張しなかったです。

学校で合格発表があり、合格だと言われたときは、うれしくて思わず叫んでしまいました。英検は資格とし

て残るので、すごく自信になります。次はやっぱり、1級を取りたいと思っています！

中学３年生で英検®準１級合格！

つくば桜校（茨城県）
イーオンキッズ通学歴：９年６ヶ月

2019年　第1回英検®準1級合格　
2017年　第2回英検®2級合格
2016年　第3回英検®準2級合格
2015年　第2回英検®3級合格

アリオ仙台泉校（宮城県）
イーオンキッズ通学歴：３年６ヶ月
海外経験：アメリカ合衆国10ヶ月

2019年3月　TOEIC®L&Rテスト 
945点取得

2018年　第2回英検®準1級合格

パルティせと校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：９年
海外経験：ニュージーランド １週間

イギリス　１週間×2回 

2019年　第1回英検®1級合格
2016年　第3回英検®準1級合格

週１回、ラウンドアップレッスンのAspireというクラスを受講し、外国人の先生に習っています。毎週、あるト
ピックに関して自分の意見を主張したり、他のクラスメイトとプレゼンを考えたりしています。先生が慣用句やこと
わざ、よく使うフレーズなど、学校の教科書、机上では学べないことを教えて下さるので、TOEIC®L&Rテストの
対策としてもとても役立っています。自宅では主に文法、長文読解、英作文の勉強をしていますが、大学受験に
向けた勉強が、すべてにつながっていると思います。
TOEIC L&Rテストは学校で初めて受けましたが、その後もっと高得点を取りたいと思うようになりました。ま

た、留学後はどれくらい英語力が伸びているのかを測るバロメーターとして今も受け続けています。前回よりもよ
いスコアを取れたときはとてもうれしいです。日々の学習の成果を確認できるので、もっと頑張ろうという意欲もわ
きます。
2019年7月に受験したTOE IC L&Rテストでは、965点を取得することができました！次の目標は、

TOEIC L&Rテスト満点と英検1級の取得です。そして将来は、海外の人と対等な関係で、自分の考えているこ
となどを流暢な英語で発言できるよう努力していきたいです。

高校２年生でTOEIC®L&Rテスト 945点取得！

小学校4年生からイーオンキッズに通い、英語が得意になっただけでなく、様々な面で視野が広がったと思いま

す。外国人の先生と話すことでいろいろなものの見方があることを学べたのも大きかったです。また、それだけで

なく、英語は日本語よりも自分の意見や主張を大切にするので、自分の意見を持つことの大切さも学べました。

私は9月からイギリスの大学進学のために留学することを決めていましたが、受験期に周りの友人は皆大学受

験に向かって一生懸命勉強していたので、自分も何か一生懸命に取り組めるものがほしいと思い、英検1級に

チャレンジしました。英検1級で扱われているトピックは非常に難しく、専門的な内容であるので、対策をすること

でそれらについて知識を深められたのが良かったと思います。また、英語で専門的な内容を議論できるという自信

にもつながったのではないかと思います。

英語を上達させるには、間違いを恐れず習得した単語やフレーズ、文法をどんどん使うのが一番効果的だと思

います。その他にも、日頃耳にするニュースなどを自分で訳してみるととてもいい練習になると思います！

18歳で英検®１級合格！ 9月から、イギリス大学進学を目指して語学留学！

塚本 帆南さん（中学校３年生）
つか  もと はん　な

赤江 梨乃さん（高校３年生）
あか　え り　 の

杉山 萌乃さん（18歳）
すぎ  やま もえ　の

英検®１級に合格した先輩からのメッセージ
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資格試験合格応援
キャンペーン！！

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級以上合格、高校生でTOEIC®L&Rテスト800点以上 

週1回、外国人の先生のグループレッスンを受講しています。３歳から続けている英語の勉強で培った力
のレベルの確認と、それに合格することによる次なるステップへのモチベーション向上のために英検にチャ
レンジしました。英検３級の対策として行ったことは、過去問題を何度も解くことと、二次試験の模試として、
入室から退室まで練習したことです。毎週外国人の担任の先生と英語で質問、発言させてもらうことで、二
次試験の会話への自信がついたと思います。
イーオンキッズで同じクラスにいる英検保持者のライバルと切磋琢磨しながら勉強してきたので、英検３
級に合格したときは安心しました。合格前は準２級の受験は少し休みたい…と弱気でしたが、合格したとた
ん、早く準２級合格への準備に取りかかりたい！と一気にモチベーションが上がりました。準２級は単語や熟
語などをコツコツ勉強し、小学３年生で合格したいと思っています！

小学２年生で英検®３級合格！

受賞者
の声

安城校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：１年４ヶ月

2019年　第1回英検®3級合格　
2018年　第2回英検®5級合格

小山校（栃木県）
イーオンキッズ通学歴：１年６ヶ月
海外経験：アメリカ１年10ヶ月

2019年　第1回英検®準2級合格
2018年　第3回英検®3級合格

第2回英検®4級合格

鶴見校（神奈川県）
イーオンキッズ通学歴：２年
海外経験：シンガポール２年６ヶ月

2019年　第1回英検®2級合格
2018年　第3回英検®準2級合格
2017年　第2回英検®3級合格

週1回、外国人の先生のレッスンを受講しています。幼稚園のときに2年弱アメリカに滞在しておりましたが、
帰国後は英語を使う機会が無くなるので、身についた英語を忘れないようにするためにイーオンキッズに通い始
めました。またどのくらい英語が身についているかの確認のため、さらに合格することで自信につながり、やる気を
維持できるのではないかと思い、英検を受けてみようと考えました。
普段はイーオンキッズで習った内容の予習・復習、英検のためには予想問題集と過去問を解いて練習しまし

た。特に語彙不足を補う勉強（わからない単語・熟語をノートに書いておく等）を行ったり、苦手な英作文は決めら
れた形に添って自分で作成するように指導しました。また、二次試験の面接の対策はプライベートレッスンを受講
し、面接の流れや答え方、わからないときはどうすれば良いかなどを教えて頂きました。
前回合格したことで、自信がつき次の級も挑戦してみようという気になったり、対策の勉強をきちんと計画的に

できるようになったりと、良い変化がありました。今回準２級を受験して、そもそもの内容を理解するのが難しく、上
の級を受けるためにはしばらく勉強と成長が必要と感じました。まずは準２級の復習をして確実に身につけてから
２級に挑戦しようと考えています。

小学２年生で英検®準２級合格！

英語力キープのため、週1回、外国人の先生のプライベートレッスンを受講しています。レッスンでは、必ず授
業の前にShow & Tell※をやってもらうようお願いし、人前で話す、プレゼンテーションできる力を養っています。
さらに普段のレッスンでは、会話重視でお願いしています。
英検2級はとにかく単語力が必要でしたので、単語を覚えました。練習のため、時間配分を身につけるため、過

去問を10回分すべて解きました。なお、リスニング力が落ちないように、普段から映画、テレビアニメは英語で観
るようにしています。また、普段の教室で、先生たちが温かく見守ってくれた中で受けることができたので、最後ま
で落ち着いて普段通りの力が発揮できたようです。
英検2級に合格したときはとても喜んでおり、さらに次のステップに進みたいという目標から、もっと英語力をつ

けたいと思うようになったようです。さらに難しい原書を読むようになり、英語を楽しんでいます。本人は、小学校
在学中に英検準1級合格を目指したいと言っています。

小学３年生で英検®２級合格！

阪部 雄人くん（小学校２年生）
さか　べ ゆう　と

富坂 晴貴くん（小学校２年生）
とみ さか はる　き

柳 英寿くん（小学校３年生）
やなぎ ひで とし

※Show & Tell : 何かを見せながら、それについて人前で話すこと。
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週1回、日本人の先生のCheckpointというラウンドアップレッスンを受けています。小学生の頃に英検の

存在を知って、面白そうだと思ってチャレンジしていたら、いつの間にかここまで来ました（笑）。英検対策とし

て、英検のテキストを何回も繰り返し解きました。また、ウェブで公開されていた3回分の過去問を2周し、わ

からなかった単語や熟語をすべて書き出して覚えました。毎週のレッスンの中で、大学生や社会人の人と英

語で会話をするので、二次試験のときもあまり緊張しなかったです。

学校で合格発表があり、合格だと言われたときは、うれしくて思わず叫んでしまいました。英検は資格とし

て残るので、すごく自信になります。次はやっぱり、1級を取りたいと思っています！

中学３年生で英検®準１級合格！

つくば桜校（茨城県）
イーオンキッズ通学歴：９年６ヶ月

2019年　第1回英検®準1級合格　
2017年　第2回英検®2級合格
2016年　第3回英検®準2級合格
2015年　第2回英検®3級合格

アリオ仙台泉校（宮城県）
イーオンキッズ通学歴：３年６ヶ月
海外経験：アメリカ合衆国10ヶ月

2019年3月　TOEIC®L&Rテスト 
945点取得

2018年　第2回英検®準1級合格

パルティせと校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：９年
海外経験：ニュージーランド １週間

イギリス　１週間×2回 

2019年　第1回英検®1級合格
2016年　第3回英検®準1級合格

週１回、ラウンドアップレッスンのAspireというクラスを受講し、外国人の先生に習っています。毎週、あるト
ピックに関して自分の意見を主張したり、他のクラスメイトとプレゼンを考えたりしています。先生が慣用句やこと
わざ、よく使うフレーズなど、学校の教科書、机上では学べないことを教えて下さるので、TOEIC®L&Rテストの
対策としてもとても役立っています。自宅では主に文法、長文読解、英作文の勉強をしていますが、大学受験に
向けた勉強が、すべてにつながっていると思います。
TOEIC L&Rテストは学校で初めて受けましたが、その後もっと高得点を取りたいと思うようになりました。ま

た、留学後はどれくらい英語力が伸びているのかを測るバロメーターとして今も受け続けています。前回よりもよ
いスコアを取れたときはとてもうれしいです。日々の学習の成果を確認できるので、もっと頑張ろうという意欲もわ
きます。
2019年7月に受験したTOE IC L&Rテストでは、965点を取得することができました！次の目標は、

TOEIC L&Rテスト満点と英検1級の取得です。そして将来は、海外の人と対等な関係で、自分の考えているこ
となどを流暢な英語で発言できるよう努力していきたいです。

高校２年生でTOEIC®L&Rテスト 945点取得！

小学校4年生からイーオンキッズに通い、英語が得意になっただけでなく、様々な面で視野が広がったと思いま

す。外国人の先生と話すことでいろいろなものの見方があることを学べたのも大きかったです。また、それだけで

なく、英語は日本語よりも自分の意見や主張を大切にするので、自分の意見を持つことの大切さも学べました。

私は9月からイギリスの大学進学のために留学することを決めていましたが、受験期に周りの友人は皆大学受

験に向かって一生懸命勉強していたので、自分も何か一生懸命に取り組めるものがほしいと思い、英検1級に

チャレンジしました。英検1級で扱われているトピックは非常に難しく、専門的な内容であるので、対策をすること

でそれらについて知識を深められたのが良かったと思います。また、英語で専門的な内容を議論できるという自信

にもつながったのではないかと思います。

英語を上達させるには、間違いを恐れず習得した単語やフレーズ、文法をどんどん使うのが一番効果的だと思

います。その他にも、日頃耳にするニュースなどを自分で訳してみるととてもいい練習になると思います！

18歳で英検®１級合格！ 9月から、イギリス大学進学を目指して語学留学！

塚本 帆南さん（中学校３年生）
つか  もと はん　な

赤江 梨乃さん（高校３年生）
あか　え り　 の

杉山 萌乃さん（18歳）
すぎ  やま もえ　の

英検®１級に合格した先輩からのメッセージ
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2020年4月から小学校3，4年生での外国語活動、小学校5，6年生からの「教科」としての外国語が始まり、2020年度の大学
入試からは「読む・聞く・話す・書く」の4技能が問われるようになります。現在イーオンキッズでお使いいただいている小学生・中学生
向け教材は、それを見据えて開発されました。この教材・カリキュラムに込めた想いを「イーオン語学教育研究所」の堀田部長に語っ
てもらいました。

　日本の外国語教育は大きく変わろうとしています。「英語で
何ができるか」、つまり、Can-doで上達が計られるようになり、
４技能を実際のコミュニケーションの中で、統合的にバランス
よく使っていく能力が求められています。新指導要領でも、読
んだり聞いたりした内容を、メモなどを活用しながら要約したり
説明したりする。そして、それに対する自分の考えや気持ち、そ
う思った理由を述べたり書いたりするといった、思考力、判断
力、表現力などを実現するためのツールとして、技能を統合的
に使うことが求められています。
　これを受けて開発されたのが、ENGLISH OCEAN（EO）
とEnglish Journey（EJ）です。９年間のカリキュラムを通し
て、「バランスのとれた英語力」、「自分で考え、自分のことば
で伝える力」、そして「学びに向かう力と他者と協働する力」を
つけることを目標とし、必要な技能を統合的に使っていく機会
を多く提供しています。EOでは、基本的な英語の構文や語
彙をただ習い覚えるのではなく、間違いを恐れることなく使い
ながら、チームでプロジェクトを完成させ、発表できるように指

子どもたちに大人気のハローキティと一緒
に楽しく英語が学べる、イーオン監修の書
籍が誕生しました！基本的なあいさつに始ま
り、自分の好きなものの紹介、友達と遊ぶと
きや学校生活の会話、お母さんのお手伝い
をしたり、お出かけしたりするときのフレーズ
など、小学生の日常生活でなじみのある内
容で英会話を身につけることができます。音
声もダウンロードできるので発音も一緒に
学べます！

イーオンキッズで学んでいただくことの意義

イーオン関連書籍のご案内
ハローキティと
はじめる
楽しい英会話
（ビジネス社）

主人公のさくらが家族や友達、学校の先生
と過ごす日常をマンガにした、読 売
KODOMO新聞で連載中の「使える！リアル
English」からまとめた一冊。マンガと連動し
た動画もQRコードから簡単に見ることがで
きます。イーオンキッズの小倉直子先生と
Jun先生の監修で、レッスン同様、英語でコ
ミュニケーションする楽しさを体験してもらえ
る一冊です。

小学生から
チャレンジ！
楽しく身に付く
英会話フレーズ45
（東洋館出版社）

2020年度から始まる小学校中学年の外
国語活動、高学年の外国語科。イーオン学
校教育課・菅井幸子先生、他3名との共著
で、子どもたちにいかに英語を教えたらいい
のか悩む先生方を応援するハンドブックが
誕生しました。「英語の発話をうながすとき」
「ほめる・はげますとき」など、16の場面で使
えるフレーズと意識すべきことなどをご紹
介。音声は無料ダウンロード可能、使用頻
度の高い表現はウェブ動画で無料配信し
ています。英語を教える小学校の先生の心
強い味方です！

小学校　
教室英語
ハンドブック
（光村図書出版株式会社）

導していきます。EJは、EOを更に一歩進めたものになってお
り、全ての活動が複数の技能を統合し同時に使うように作ら
れています。EOとEJ、どちらも、従来の英語のクラスと比べる
とチャレンジングなものになっています。しかし、そこで得られ
た、「難しい課題を仲間と一緒にやり遂げた」という達成感、
「英語でしっかりとコミュニケーションが取れた」そして、「自分
のことが言えた」という成功体験は、何ものにも代えがたい自
信となり、更なる英語を学ぶ動機づけになると確信していま
す。英語というコミュニケーションの道具を使って、自分たちの
考えや気持ちをしっかりと伝えられるようになった生徒様が、
世界に大きく羽ばたく姿を見るのを楽しみにしております。

イーオン語学教育研究所 部長
堀田和江

ⓒ'76,'19 SANRIO CO., LTD. TOKYO,
JAPAN APPROVAL NO. E600819-1
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みなさんは英語を勉強していて、どんなときに「英語って楽しい！」
と感じますか？ 先生やクラスメイトと会話が盛り上がったとき。うまく
スピーチができたとき。楽しい本を読んでいるとき。好きな英語の歌
を歌っているとき。きっと色々な嬉しい瞬間があると思います。
いま、僕が英語講師として（また２児の父親として）、一番みなさ
んに伝えたいのは、まさにそうした「楽しい！」という気持ちをずっと
大事にしてほしいということです。

「楽しいからやる」
これからの未来を生き抜く英語力を身につけるには、この感覚
が何よりも大事になると思います。
楽しいことって、いつまでも続けられますよね。たとえば、好きなス
ポーツ、楽器、ダンス、絵など。好きだからずっと続けられるし、続け
るから上達します。
英語の勉強もまったく同じです。小学生や中学生のみなさんは、

これから学校でも英語をたくさん勉強することになりますが、英語
の勉強は、学校で終わるわけではありません。むしろ、学校を卒業
してからが、さらに楽しくなります！これまで以上にたくさんの人と英
語で話せたり、行きたい場所を訪れたり、色々な本や映画を楽しん
だりできるからです。

こうした楽しい世界が待っていますので、自分がやってみたいと
思うことは、どんどんチャレンジしてみてください（そして、保護者の
みなさまは、是非それを応援してあげてください）。はじめはうまくい
かないこともきっと沢山ありますが、それも貴重な学びのひとつ。
僕自身、これまでたくさんの挫折を乗り越えてきました。たとえば、ア
メリカで育ったので以前は日本語がうまく話せず、何度も人に笑わ
れたことがあります。だけど、いつでも前向きに学び続けたおかげで
ぐんぐん上達し、今では、日本語で本まで書けるようになりました。
楽しい気持ちで取り組んでいるとき、人は何度でもトライできるも
のなのです。
　みんなが大人になる頃には、インターネットやロボット、人工知能
などがさらに発達し、今とはまるで違う社会になっているでしょう。今
からでは予想もできない変化や困難がきっと起こるはずですが、そ
んな時代を生き抜くためにカギになるのは、「変化を楽しむ」「変化
に合わせて自ら学び続ける」「新しいことに挑戦してみる」といっ
た前向きな気持ちです。
テストに出るからやる。人に言われたからやる。そういうことより
も、「自分がやりたいからやる」。子どもも周りの大人たちも、そうし
た主体的な気持ちを大切に、“英語のある人生” を大いに楽しん
でほしいなといつも願っています。
Live your dreams! Good luck!

（Photo by Hisashi Urashima）

Vol.18
Autumn
2019

未来を生き抜く
英会話力を身に付けるために

山田 暢彦氏
やま　だ のぶ  ひこ

アメリカ出身のバイリンガル英語講師。わかりやすくて実践的な指導に定評があり、監修した『中学英
語をひとつひとつわかりやすく。』（学研）シリーズは記録的なベストセラーとして全国の学校・教室で
採用されている。現在 "世界に通用する英語" をモットーに、大人向けのオンライン英語学習サロン 
NOBU Connect を主宰。慶応義塾大学 （SFC）卒。英検１級、TOEIC満点、国連英検特A級。
「NOBUの毎日1分英会話」　https://www.instagram.com/nobu_english/

バイリンガル英語講師


