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　ホテルといえば「おもてなし」という言葉がイメージされます。
私のところにも多くの学校、企業、病院から「おもてなし」につい
て講話をしてほしいという依頼が多く届きます。これは、サービ
ス業だけでなく幅広い分野で人に対する思いやりであったり、温
かい気持ちを持ちながら自身の世界を潤わせたいと願う方が多
くなってきた証とも言えるでしょう。いつも嬉しく受け留めてお
り、ホテルニューオータニのおもてなし力に注目していただいてい
ることに感謝をしています。
　さて、その「おもてなし力」。国籍、性別、ジェネレーションなど
多種多様なお客さまに共通して喜んでいただくためには何が必
要かということを話します。それは、おもてなしをする側の心の根
本に「目の前にいる人を喜ばせたい」「喜んでいる人の顔を見る
と、自分もしあわせな気持ちになる」「なんとか笑顔にしてあげた
い」、こんな思いがあるかどうかが鍵になります。おもてなしとい
うと、すぐにプロトコール（国際儀礼上のルール）の知識習得や
マナーの学習などのいわゆるスキル向上に走りがちです。もちろ
んそれらはプロフェッショナルとして必須です。ただ、そもそもお
もてなしの「心」なしにスキル向上は実現できないでしょう。たと
えば「人をしあわせにしたり喜ばせることが根っから好きだ」とい
うスタッフは、英語が苦手であっても、自主的に時間を作って英
語学習に励みます。自身の語彙力が足りなかった故にお客さま
のお役に立てなかった、という悔しさをバネに必死に努力するの
です。裏を返せば、おもてなしの「心」さえあれば、スキル向上へ
の道は非常に明るいということです。
　ではここで、そのおもてなしの「心」を育んでいくためのお勧め
のトレーニング方法を2つご紹介します。

　まず１つ目は、サプライズを日々やってみることです。誰かの誕
生日、歓送迎会などどんなことでも良いので「何をしてあげたら
あの人は喜ぶか？」を想像する訓練を重ねるのです。余談ですが
ホテルニューオータニのスタッフには、贈り物選びのプロが多く
います。日々、人の気持ちや喜びのツボを研究している賜物かも
しれません。
　そして２つ目は、育ちの良い人になることです。ここで言う「育
ちの良さ」とは、いかに多様な人達と触れ合い、人慣れをするかと
いう意味です。喜びのポイントは千差万別。それを汲み取るに
は、様々な人達と普段から接することが最短ルートだと私は考え
ます。
　そのようにおもてなしの「心」を持ち合わせることを第一歩とす
れば、二歩目にはスキル向上のための学習が待っています。一歩
目があって初めて二歩目なのです。特に外国人ゲストに対しては
その二歩目にある外国語学習でしょう。誤った英語を使って接
客をすると「あのスタッフはとても親切だったがあまりに教養が
ない」と思われます。せっかく培ったすばらしいおもてなしの
「心」もまっすぐに届きません。それはとても勿体ないことです。
　真の「おもてなし力」とは、まず第一歩におもてなしの「心」を育
むこと。そのために今日からできる「サプライズ」トレーニングと
「触れ合い」トレーニングです。そこにプラスして英語学習と実直
に向き合い、洗練されたフレーズを学び身につけていくことが最
高のおもてなしに繋がるでしょう。ホテル業界のみならず、人を喜
ばせることに生き甲斐を感じられるということは世界共通。しあ
わせに生きていくためのひとつの提案として、私の考えが少しで
もお役に立てば幸いです。
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大学を卒業後、株式会社ニュー・オータニに入社。入社後はレストランスタッフ、ベル
ガール、客室清掃、婚礼営業、人事などの部門を経て現在の能力開発課（研修担当）
に配属。現在は、若手からマネージャー層までの育成支援にたずさわる日々。モッ
トーは「よく学び、よく遊び、よく働く」。

株式会社ニュー・オータニ
人事総務部 能力開発課 支配人



2020年1月、イーオンでは17年ぶりにグループレッスン教材をリニューアル！　英語学習者のより効率的な英語力向上を目指
し、全く新しい教材を開発しました！今回は、新グループレッスンの魅力をたっぷりお伝えしたいと思います！

「タスクを達成すること」が毎回のレッスンのゴール。実際の生活で英語を使って「できること」が増える！

24時間いつでもどこでも英語に触れられる！特に注目のコンテンツをご紹介！

タスクを達成するって、
どういうこと？

ぜひ、
ご活用くださいね！

例えばこんなタスク…
「日本を訪問中の外国人の友達に、家族へのお土産を勧める」

3タイプの異なるレッスンで構成されているので、幅広い英語スキルが身につく！

レッスンを積み重ねることで、こんなことができるようになります！

・どんなお土産が人気かネットで調べる ・家族の好きなものやタイプを聞く
・自分の意見をまとめ、他の人に相談する ・他の人の体験談や意見を聞く
・アイディアをまとめて外国人の友達に提案し、内容を説明する　etc…

他にも充実＆楽しいコンテンツが盛り沢山！
・予習復習動画　・単語クイズ　・単語帳
・全国、校舎内、校舎対抗ランキング　etc…

・自分だけでなく色々な人の意見を集め、アイディアを絞り込み、まとめられるようになる
・具体的な証拠や事例を用いながら論理的に話し、相手の主張を聞いた上で自分の主張もできるようになる
・どんな情報が求められているのかを理解し、聞き手に分かりやすくプレゼンすることができるようになる

日本語でこのタスクを達成するとしたら、どのように考え、行動しますか？

新グループレッスンがスタートしました！
“本当に使える英語”を育てる

「頭と英語を同時に使う」レッスン！新グループレッスンはココが違う！①

レッスン外をサポートする充実したデジタルコンテンツ！新グループレッスンはココが違う！②

巻頭
特集
巻頭
特集

一つのテーマについて意見交換をし
たり、一緒に結論を導いたり、自分の
経験を共有しながらクラスメートと話
し合います。

●音声認識機能を使った発話練習
フレーズを発音すると、100点満点のスコア、発音
を改善すべき箇所が表示されます。教室外でも
「話す」機会を増やし、レッスンでの発言に自信が
持てるようになります。

●全国のイーオン生と繋がれる２つのコンテンツ
予習動画やトピックについて疑問に思ったことなどを投稿できる
「フォーラム」、レッスンで学んだ内容に関するスピーチを録音し、意見
を共有したり相互評価したりできる「スピーチチャレンジ」。同じレッス
ンを受講している全国の仲間と支え合いながら学習を進められます。

テーマについて肯定側か否定側の立
場に分かれ、それを支持する理由を述
べながら討論します。

Presentation
グループで話し合ったことをまとめ、
聞き手が理解しやすいように構成し、
発表します。

Discussion Debate

こういったことを
英語で実践するのが、
新グループレッスン！
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語学教育研究所 
教育企画課 
上原麻紀

例えば…

ここで新グループレッスンについて
語学教育研究所 教育企画課 教材開発担当のAlex先生に
2つの質問をしてみました。

初心者なのでついていけるか心配…私でも大丈夫ですか？

ご安心ください！サポートをしっかりご用意しているので大丈夫です。

予習動画を見ると
テーマのイメージが
膨らみ、考え方のヒ
ントが得られます。テ
キストのReference
でも、レッスンで使
う表現を学ぶことが
できます。

また、各テキストにあるスペシャルレッスンでは、自分の考えを述べたり、クラスメートと話し合ったりす
る際に役立つストラテジーの練習もしますので、レッスンを受ける際にはぜひ、これらのサポートをフル
にご活用ください。

ラウンドアップレッスンは、学校で学んだ
文法知識を見直し、弱点を補強し、会話で
実際に使える状態にするレッスン。基礎力
を固めることで、正確で応用のきくコミュニ
ケーションを取ることができるようになり
ます。

　日々グローバル化が進む中、企業における英語公
用化の動きや外国人労働者の増加など、英語を使う
場面はどんどん増え、そういった時代を生き抜くため
に「使える英語力」を身につけることはますます必要
になってきています。
　新グループレッスンのカリキュラムでは、タスク達
成というゴールを目指して、自身の持つ知識を総動員
して伝えたいことを相手にしっかりと伝え、かつ、相手
が言うことを理解しようとすることで、真のコミュニ
ケーションをクラス内に生み出します。例えば、クラス

メートとやり取りをする際、意見の相違や、交渉の必
要性といったことも出てくるでしょう。これらは、実生
活でもあり得ることです。「タスク」を達成するという
ことは、英語を手段とし、現実世界でもありそうなやり
とりを行うことです。このような実践的な状況の中で
試行錯誤を重ねながら英語を使うことで、本当の「使
える英語力」がついていきます。ディスカッションや
ディベート、プレゼンテーションを通して、ぜひ「知識
としての英語」を「使える英語」にし、皆様の英語に更
なる磨きをかけられますよう願っております。　　

一方新グループレッスンでは、自身が持っている英語の知識や経験など、全てを
総動員してコミュニケーションをとっていくので、結果として、実践的な英語力を
身に付けることができます。
ラウンドアップレッスンでしっかりと
した基礎力を、新グループレッスン
で実践力を、バランスよく身に付けて
いかれることをお勧めします。

レッスン自体もいきなり「このタスクをやってみましょう」と始
まるのではなく、クラスメートと協力しながら一つずつ段階を
追っていくような構成になっているので、無理なくタスクを達
成することができます。自分にはなじみのないトピックであっ
ても、クラスメートと話し合う
ことで、自分だけでは思いつ
かないようなアイディアが出
てくることもあります。

開発者から生徒様へのメッセージ

文法や
使い方の

ルールの確認
ドリル 会話

練習

Ｑ

A

ラウンドアップレッスンと新グループレッスンは、どのように違うのでしょうか？

ラウンドアップレッスンではしっかりとした基礎力を身に付け、
新グループレッスンでは実践力に磨きをかけることができます。

Ｑ

A

アイディア

背景知識

ストラテジー

まとまった
メッセージ

タスク
（課題）

言語知識

経験 気づ
き

疑問
の種
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　数ヶ月前に友人とアメリカへ旅行に行きました。それまでにも家
族と何回か行ったことはあったのですが、まだ英語を聞くのも話す
のもままならない時期だったので、ほとんど父に頼っていました。
ですが今回ずっと夢だったアメリカへ自分の力で行くということを、
イーオンに通い始めたおかげで叶えることができたと思います。ホ
テルから飛行機の予約まですべて自分で行い、現地での移動や観
光もトラブルなく乗り越えることができました。今まで行ったときは
現地の人が何を言っているのかほとんどわからない状態でしたが、
今回はほとんど聞き取ることができとてもうれしかったです。しか
し話す方はあまりうまくできなかったのでもっと頑張りたいと思い
ました。
　またもう一つ叶った小さな夢といえばTOEIC®L&Rテストの点
数を、たった3ヶ月間で50点アップすることができたことです。イー
オンに通うことで英語を学習する習慣が身につき、基礎力が上がっ
たおかげだと思います。これからももっと得点をアップできるよう
に頑張っていきたいです。

自分の英語力でアメリカへ
旅行に行くことができました！

イーオン通学歴：8ヶ月
山口校［山口県］

谷本 爽真 様 大学生

　大学でも英文学を専攻し、英語が大好き。でも英語を話すことは
帰国子女や留学経験者だけの、特別なものだと思っていました。
　就職したホテルで外国人旅行者にできたのは数字の提示だけ。
長く英語を勉強してきたのに何も伝えられない。大好きな英語を自
分のモノにしたい、と英会話を始める決心をしました。
　実践を想定したイーオンのテキストは学生時代に習った英文法
を活用できていない私にぴったり。そして会話力だけでなく、学生
の頃に続けて受験していたTOEIC®L&Rテストの受験を再開しま
した。レッスンで英語に親しみ、慣れ、さらに文法知識も確実なも
のとなり、自己ベストを出すこともできました。目に見える結果は、
さらなる英語学習の動機づけになりました。
　今では海外からのお客様への接客も、長く会話を続けられるよう
になり、自信を持ってできるようになりました。私の英語を話す姿を
見て英会話に興味を持つ同僚もいて、英会話の習得で私らしく社
会的責務の遂行ができているとも思います。長期休暇には一人での
海外旅行にも挑戦、イーオンに入学してから充実の日々です。

海外からのお客様への対応も
自信を持ってできるようになりました！

イーオン通学歴：3年4ヶ月
宇都宮校［栃木県］

渡辺 悠 様 会社員

　趣味の海外旅行をもっと楽しくしたいという想い、そして何より退
職後に生まれる膨大な空き時間への漠たる不安からイーオン入学を
決めました。出席率はほぼ100％、予習もバッチリ？で臨んではいた
のですが、今一つ自身の上達に自信が持てませんでした。そんなと
き、何となく勧められたボランティア通訳ガイド養成講座を受講し、
何となく受けたボランティアガイド試験に受かってしまったのです。
正直、あわてました。1ヶ月以内にEメールでガイド希望のゲストに
連絡し、コースを提案し１日ガイドをしなければならなかったからで
す。迷った末、イタリアのファミリーをゲストと決め、３回もコース下
見を繰り返し、観光スポットの説明を暗記し、内心ドキドキでその日
を迎えました。結果は？？？楽しかったです。彼らはつたない説明に
耳を傾けてくれ、時に予想もつかない反応を示します。子どもたちは
天真爛漫で、両親の子どもたちへの接し方も日本とは一味違いま
す。会うはずもなかったイタリアの普通の家族と日本人の私が、１日
を共有し人間として触れ合えたことは、海外旅行とはまた違う初め
ての貴重な体験でした。

ボランティア通訳ガイドとして
外国人観光客をおもてなしできました！

イーオン通学歴：5年7ヶ月
中野マルイ校［東京都］

井部 成子 様 主婦

　職場で外国人の同僚を目の前にして、全く英語のアウトプットが
できない自分がいました。思い描いていたものとは随分かけ離れた
自分の英語力、コミュニケーション力に正直ショックを受けまし
た。そこで同僚からの「英語を勉強してみない？」の一言がきっか
けとなり、イーオンに入学しました。
　ネイティブの先生から「シャドーイングをすることで発音、イント
ネーション、リンキングなどが大きく改善される。また、アウトプット
の時間をどれだけ経験したかが重要である」とアドバイスを受けま
した。今まで学んだことを通して仕事でも積極的に会話をすること
ができるようになりました。
　プライベートではスポーツの国際大会にボランティア通訳として
参加しました。すっかり魅力に取りつかれ、来年も複数の国際大会
でボランティア通訳をすることが決定しています。
　海外旅行の魅力にも取りつかれています。今年はドバイ、台湾な
どいろいろな人との出会いや異文化に触れました。2020年は
オーストラリア旅行を皮切りに最低3か国は旅行します。また国内
でも通訳ボランティアを通して、自分自身の世界を広げていきま
す。もちろんビジネスでも！！まだまだ世界が広がっていきます。楽
しみです。

スポーツの国際大会でのボランティア通訳を
通して、世界が広がっています！

イーオン通学歴：1年8ヶ月
岐阜校［岐阜県］

安江 貴志 様 会社員
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イーオンで英語を学んで、小さな夢、目標を達成し、
 毎日が少し変わった！楽しくなった！
という8名の生徒様をご紹介します。

英語で“プチドリーム”、
叶えました！

　友人の誘いでブラインドサッカーの審判をすることになり、気が
つくと仕事の傍らブラインドサッカー国際審判として活動していま
した。しかし、そうなってくると自分の英語力不足に悩まされるよう
になってきました。そこで、「この年齢から」という不安はありまし
たが、イーオンに入学する大決断をしました。イーオンでの時間は、
「英語を学ぶ大切な時間」と言うより「夢をサポートしてくれる大切
な時間」でした。そして１年半の学習を経て私の一つの夢であっ
た、タイで行われたアジア大会の審判に選ばれました。そして、以
前より確実にコミニュケーションツールとして英語を使っている自
分がいました。これは全てイーオンのおかげです。
　アジア大会での手応えを感じられた私の次なる夢は、もっと大き
な国際大会で審判に選ばれることです。まだまだイーオンにお力を
借り、夢に向かって努力を続けたいと思っています。
　私をさらに大きな夢へと向かわせてくれるイーオンの先生、ス
タッフの皆さんに感謝いたします。そして、これからもよろしくお願
いいたします。

タイで開催されたアジア大会の
国際審判に選ばれました！

イーオン通学歴：1年9ヶ月
高田馬場校［東京都］

吉田 豊宏 様 自営業

　私は、イーオンで英語を学んだことで大好きな歌手のライブにカ
ナダまで1人で行くことができました！イーオンに通う前は“what”の
スペルがわからないほど英語から遠ざかっていた私ですが、こうし
てカナダに行けたのは間違いなくイーオンのおかげです。
　レッスンで習ったことは全てカナダ旅行につながっています。例
えば、イーオンの会話表現練習帳の表現は旅先での買い物やレス
トランで非常に役立ちました。通勤の行き帰りやウォーキングをし
ながら聞いていて、今では大好きな音楽より英語を聞くようになっ
ています。また、志木校のロビーはいつも活気で溢れていて毎週先
生方と楽しく英語でお話ししていたおかげで、外国人の方を目の前
にしても緊張して怖がることがなくなりました。
　元々旅行が好きでしたが、イーオンで英語を学んだことで行先の
選択肢に「外国」が加わり、行きたいところややりたいことがグン
と増えました。知らない文化に触れたり、たくさんの人との出会い
で新しい発見があったり、英語を身につけたことで「何事も楽しい
ことで溢れている！」と思えるようになりました。

大好きなアーティストのライブを観るために
1人でカナダへ行くことができました！

イーオン通学歴：2年10ヶ月
志木校［埼玉県］

砂川 裕美 様 会社員

　私がイーオンに通おうと思ったきっかけは、勤め先で行われる英
語の接客大会に参加することが決まったからです。通い出すまで
は、英語での接客は単語で行い、伝わっているかを気にする余裕
もありませんでした。
　私が受講しているラウンドアップレッスンでは、文法を中心に学
び、その文法を使った英会話を行っています。はじめは単語すら出
てこなくて、会話ができませんでした。しかしそれを繰り返すことで
だんだんと「英語で話す」ということに慣れてきました。話したい
内容を英語で伝え、もっと良い表現を教えて下さり、自分の英語が
伝わるんだという勇気も持つことができました。その慣れと勇気
が、仕事でとても役に立ちました。
　英語の接客大会では、先生方に教えていただいた表現や授業内
で学んだことを駆使しました。また、もっと接客英語を身につけた
いと思い、プライベートレッスンも取り入れました。そのおかげで、
大会では優勝！それからは海外のお客様に積極的に話しかけられ
るようになり、スムーズな会話ができ、意思疎通ができていると実
感もできています。

勤務先の英語接客大会で
優勝することができました！

イーオン通学歴：1年6ヶ月
川西モザイクボックス校［兵庫県］

曽羽 美加 様 会社員

　今、バリ島の20時30分です。イーオンで学んだ自分の英語力を
試すためと、さらに向上させるために4週間バリ島への留学を決め
ました。毎日、６時間の授業はハードですがとても楽しいです。
　たくさんある楽しさのひとつが、イーオンで培った英語力の実践で
す。イーオンのレッスン受講中、発音と英文の流暢な読み方に難し
さを感じていたので、スタッフの方に相談しました。丁寧に相談に
のっていただき、Speak Up English Enhanced の My ETを活用し
ての発音強化トレーニング方法を紹介していただきました。紹介だ
けでなく、毎回のレッスン後の数分を利用し、担当の外国人の先生
に確認、指導もしていただきました。
　今回、バリ島の語学学校の先生方には“Japanese students 
can’t speak English fluently, but your speaking is so good!!” と
いう言葉をいただき、感動しました。イーオンの先生には、英文を
声に出して読むときの抑揚などもチェックしていただいたので、自
分の英語がとても“Emotional”だということも、語学学校の先生に
褒めていただきました。イーオンでのレッスンの成果を、留学先で
実感することができ、感謝しています。
　この感動を忘れずに、帰国してからも引き続きイーオンで楽しく
英語を学んでいきたいです。

イーオンで学んだ英語を
海外の留学先の先生にもほめられました！

イーオン通学歴：1年5ヶ月
鹿児島天文館校［鹿児島県］

岩井田 巧 様 無職
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大塚 浩 様
新百合ヶ丘OPA校［神奈川県］

　TOEIC®L&Rテストは、日常生活の中で英語に触れる、もしくは英語から離れる
ことで自分の英語力がどう変化しているのか確認するために受験しています。その
ため、スコアを上げるために問題集を解いたりレッスンを受講したりということは、
実はしていません。最初に受験した大学生の頃は英語が苦手で、点数は450点に
満たないものでした。会社の新人社員研修で一年間の海外派遣制度があると知
り、それにいつか応募しようと（密かに）心に決めました。レッスンに通うように
なったのはそれから程なくしてからでした。
　最初はどこから手をつけたら良いかわかりませんでしたが、イーオンで自分のレ
ベルに合ったレッスンを軸にセルフスタディやスペシャルレッスンを選んで受講す
るという枠組み、毎週決まった時間に半ば強制的に英語に向き合う習慣を作って
くれることは大変ありがたく、私のスコアアップに間違いなく貢献しています。ま
た、スクールが主催するパーティーでは、普段は会えない生徒さんからも刺激を受
けることが多く、改めて頑張ろうと思うきっかけになりました。長く勉強を継続でき
た理由があるとすれば、これに尽きます。普段の勉強は、受講している
Discussion Mattersの予習以外に、欧米メディアのニュース・投稿を読んだり、通
勤時にラジオニュースを聞いたり、気の向くままに行なっています。レッスンの予習
を除き、語学の勉強をしている感覚はほとんどありません。
　海外に行くという目標は既に果たされ、目下の目標は990点を取ってTOEIC L&R
テストを卒業することですが、前述の通りスコア獲得のための勉強をするわけには
いかないので、今まで通りのやり方で頑張っていきたいと思います。

英語に自然と触れる生活のなかで、満点スコアを狙っています！

965点4位4位

ハイスコアコンテスト

楠 理恵 様
池田校［大阪府］

　イーオンのコンテストを機に受験を始め、950点を突破するも数年後、久々の受
験で新形式の膨大な読解問題に圧倒され、一気に数十点下落。1年後再挑戦する
も5点アップのみ、自己最高更新には程遠い状態。池田校の先生に相談、スコア
シート分析とアドバイスを頂き、仕事と家庭で時間が無いながらも、2ヶ月後の再受
験を目指しました。
　まず間違えたり、知識があやふやな個所は直前に見返せるようノートにまとめ、リ
スニング、リーディング共に、問題を解く度このノートを更新、復習しました。鬼門の
パート７は、普段英文を読む際、楽に理解できるよりやや短めの時間（例：通勤中２
駅で雑誌見開き記事、片道15分で本10頁等）を設定し速読に慣れ、試験時は75分
中55分ほど必ず確保するよう模試から意識しました。リスニングは、パート２の質
問が頭に残り辛く苦手でしたが、先生のアドバイスで質問文をシャドーイングすると
正答率が上がりました。パート３・４も、家事の際、イヤホンで聴きながら問題集を
見ずに質問にどの程度答えられるか試しました。結果980点を取れましたが、得点
アップもさることながら、未知の文法・語彙・熟語の整理やシャドーイングの習慣、
速読・速聴の訓練など、TOEIC®L&Rテストの準備を通じ、実用英語の運用下地が
できたのが嬉しいです。一人前の英語の使い手に近づきたいという意識での勉強
がモチベーションとなり、結果スコアアップにつながるように思います。
　最後に、今回の結果は池田校の先生方のお力添えあってこそのものです。私の英
語力は、まだ改善点だらけですが、独学では得難いフィードバック、アドバイスにより
今後も成長していけたらと思います。

先生のアドバイスのおかげで自己最高得点を更新できました！

980点2位2位

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35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

　私は、大学卒業後の進学先でTOEIC®L&Rテストのスコアが少なくとも600点
必要でした。進学を1年後に控え、初めて取得したスコアは485点でした。それま
では単語帳や問題集を使って勉強していましたが、独自のやり方に限界を感じ、
イーオンのTOEIC L&Rテスト対策コースを受講することに決めました。
　このコースは、1回の授業で1つのパートに焦点を当て、スコアアップにつながる
ポイントを集中して勉強するスタイルでした。無駄のない効果的な学習スタイルと
集中力が持続する50分間という授業時間は、私にとって最適な学習環境でした。
また、少人数制のクラスを活かし、わからない内容はすぐに確認し、その場で解決
することを心がけました。効果的な学習により、私はコースを受講して2ヶ月後の
TOEIC L&Rテストで680点という大幅なスコアアップを達成しました。さらに、そ
の後も継続して続けた結果、最終的に780点を取得することができました。
　イーオンにはTOEIC L&Rテスト満点の日本人教師が多数いらっしゃり、私たち
のスコアアップに尽力してくださいます。また、授業の合間に気軽に声をかけてくだ
さる外国人教師や同じ目標を持つクラスメートの存在もとても大きいです。
　私は約1年後に海外留学を控えており、渡航前に800点、帰国時に900点を目
標にしています。さらなるハイスコアの更新をモチベーションに、日々努力していき
たいと思います。

入学後、2ヶ月で大幅アップ！ さらなるハイスコアを目指しています!

230点UP

のびのびコンテスト

1位1位

本間 康平 様
天神校［福岡県］
※スコア取得時は長崎校（長崎県）在籍

485点
715点

　私は力試しという軽い気持ちで、2018年の6月にTOEIC®L＆Rテストを初めて
受験しました。結果は530点という散々な結果でしたが、点数よりもリスニングが
ほとんどわからなかったことにショックを受けました。そこでなんとかリスニング力
をつけたいということを長崎校のカウンセラーの方や先生方に相談し、勧められた
のはCD音源を真似してとにかく音読することでした。
　授業のテキストやSpeak Up English Enhancedの教材を使って、繰り返し音読
しました。Speak Up English Enhancedは実際に英文を覚えるのでとっさに使える
英語表現が増えるとともに、先生と実際に会話してチェックしていただくのでモチ
ベーションの維持にもつながりました。
　また、公式 TOEIC Listening ＆ Reading 問題集を使ってリスニングの練習を
繰り返し行いました。この際にも聞き取れなかった単語や文章は音読して、「意味
はわかるけれども読めない、聞き取れない単語」を減らすことに努めました。
　気づいてみると初めて受験してから約3ヶ月で750点に到達することができまし
た。さらにリーディングの勉強は特にしていないにも関わらず、リスニングだけでな
くリーディングも同時に点数を伸ばすことができました。これもいつも相談に乗っ
ていただいたカウンセラーの方 と々、熱心に指導してくださった先生方のおかげで
す。今後は海外勤務を目標に、英語の勉強を続けていきたいと思います。

約3ヶ月で大幅アップ！
ひとえにカウンセラーの方々、先生方のおかげです。

220点UP

のびのびコンテスト

3位3位

徳永 彩子 様
長崎校［長崎県］

530点
750点
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前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した！
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、愛知県・栄校のShiori先生、香川県・高松校のLindsey先生です！

イーオンの先生がお答えします！

Shiori先生
栄校（愛知県）

レッスンでの英語や教材の英語をなかなか聞き取れるようになりません。
リスニングの効果的な勉強方法を教えてください。

お悩み

　リスニング上達のカギは、ずばり、、、発音されている「音を知る」ことです！
①英語らしい発音を意識し真似してみましょう。
　英語らしい発音を身に付けるために、ネットキャンパスのアプリに入っている「発音上達トレーニング
DVD」を毎日５分見ることをおすすめします。
日本人が苦手とする「rとlの違い」「bとvの違い」など何度も練習できるようになっていますよ。ただ動
画を見るのではなく、口や舌の形、位置など発音の仕方に意識を向けて同じように口に出して発音することがポイントです。ラ
ウンドアップレッスンの冒頭でも発音を練習するパートがあると思いますが、同じ工程でお家でも動画を見ながら隙間時間を見
つけて行うと効果的です。
②音読トレーニングをしましょう。
　英語には「リンキング」など単語と単語がつながって発音するものが多くあります。まずは正しい音源を聞き単語が繋がって
いる所などが聞こえたらテキストにも繋がっている印をつけます。印を入れた箇所は何度も音源を聞き真似をして読みます。
音源と同じように読めているのか、自分が文章を読む際に録音をして聞くのも効果的ですよ。リンキングなどをまねて読む際は
文章の意味などは気にせずに、とにかく音源と同じようにスムーズに読むことを意識しましょう。自分が話している音は同時に
耳にも入ってきて、その音に慣れてきます。こうして読める音が聞ける音になります。この音読トレーニングに毎日10分取り組
むことでリスニングの力も必ずつきますよ。

Lindsey先生
高松校（香川県）

相手の言っている内容はなんとなくわかるけど、自分の言いたいことを
とっさに言葉にできません。どんな練習をしたらよいでしょうか。

お悩み

     It’s natural to want to communicate your ideas smoothly, but that is not something that 
happens automatically. Like everything else, communication comes with practice. Even as a 
child, speaking your native language, you had to develop skills to express yourself. For example, 
when you understood what teachers or elders were telling you but didn’t know all the right ways 
to express yourself, you still got your point across. 
     It’s the same for everybody. The only differences between communicating as a child and communicating as an 
adult are the years of practice and the development of self-awareness. 
     So the first thing you have to do is forget the idea that you have to speak perfectly and smoothly. If you can 
communicate anything then you are already doing great. Just like riding a bike, you will improve over time if you keep 
trying. Most people understand and know how difficult it is to learn and speak another language, so don’t feel 
embarrassed or pressured. Take any chance you get as a golden opportunity to improve. 
     Keep in mind speaking out loud is different than simply understanding, so always practice aloud even when you 
are studying at home. 
     And remember, when learning to ride a bike you always fall a few times. So, don’t be afraid to make mistakes!

※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.
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　ホテルといえば「おもてなし」という言葉がイメージされます。
私のところにも多くの学校、企業、病院から「おもてなし」につい
て講話をしてほしいという依頼が多く届きます。これは、サービ
ス業だけでなく幅広い分野で人に対する思いやりであったり、温
かい気持ちを持ちながら自身の世界を潤わせたいと願う方が多
くなってきた証とも言えるでしょう。いつも嬉しく受け留めてお
り、ホテルニューオータニのおもてなし力に注目していただいてい
ることに感謝をしています。
　さて、その「おもてなし力」。国籍、性別、ジェネレーションなど
多種多様なお客さまに共通して喜んでいただくためには何が必
要かということを話します。それは、おもてなしをする側の心の根
本に「目の前にいる人を喜ばせたい」「喜んでいる人の顔を見る
と、自分もしあわせな気持ちになる」「なんとか笑顔にしてあげた
い」、こんな思いがあるかどうかが鍵になります。おもてなしとい
うと、すぐにプロトコール（国際儀礼上のルール）の知識習得や
マナーの学習などのいわゆるスキル向上に走りがちです。もちろ
んそれらはプロフェッショナルとして必須です。ただ、そもそもお
もてなしの「心」なしにスキル向上は実現できないでしょう。たと
えば「人をしあわせにしたり喜ばせることが根っから好きだ」とい
うスタッフは、英語が苦手であっても、自主的に時間を作って英
語学習に励みます。自身の語彙力が足りなかった故にお客さま
のお役に立てなかった、という悔しさをバネに必死に努力するの
です。裏を返せば、おもてなしの「心」さえあれば、スキル向上へ
の道は非常に明るいということです。
　ではここで、そのおもてなしの「心」を育んでいくためのお勧め
のトレーニング方法を2つご紹介します。

　まず１つ目は、サプライズを日々やってみることです。誰かの誕
生日、歓送迎会などどんなことでも良いので「何をしてあげたら
あの人は喜ぶか？」を想像する訓練を重ねるのです。余談ですが
ホテルニューオータニのスタッフには、贈り物選びのプロが多く
います。日々、人の気持ちや喜びのツボを研究している賜物かも
しれません。
　そして２つ目は、育ちの良い人になることです。ここで言う「育
ちの良さ」とは、いかに多様な人達と触れ合い、人慣れをするかと
いう意味です。喜びのポイントは千差万別。それを汲み取るに
は、様々な人達と普段から接することが最短ルートだと私は考え
ます。
　そのようにおもてなしの「心」を持ち合わせることを第一歩とす
れば、二歩目にはスキル向上のための学習が待っています。一歩
目があって初めて二歩目なのです。特に外国人ゲストに対しては
その二歩目にある外国語学習でしょう。誤った英語を使って接
客をすると「あのスタッフはとても親切だったがあまりに教養が
ない」と思われます。せっかく培ったすばらしいおもてなしの
「心」もまっすぐに届きません。それはとても勿体ないことです。
　真の「おもてなし力」とは、まず第一歩におもてなしの「心」を育
むこと。そのために今日からできる「サプライズ」トレーニングと
「触れ合い」トレーニングです。そこにプラスして英語学習と実直
に向き合い、洗練されたフレーズを学び身につけていくことが最
高のおもてなしに繋がるでしょう。ホテル業界のみならず、人を喜
ばせることに生き甲斐を感じられるということは世界共通。しあ
わせに生きていくためのひとつの提案として、私の考えが少しで
もお役に立てば幸いです。
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杉井 志帆 氏
すぎ　 い し　   ほ

大学を卒業後、株式会社ニュー・オータニに入社。入社後はレストランスタッフ、ベル
ガール、客室清掃、婚礼営業、人事などの部門を経て現在の能力開発課（研修担当）
に配属。現在は、若手からマネージャー層までの育成支援にたずさわる日々。モッ
トーは「よく学び、よく遊び、よく働く」。

株式会社ニュー・オータニ
人事総務部 能力開発課 支配人


