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国際ジャーナリスト、ミュージシャン

モーリー・ロバートソン 氏
1963年生まれ。米ニューヨーク出身。日米を行き来しながら両国の教育を受けて育
つ。1981年、東京大学とハーバード大学に現役合格。ハーバード大では電子音楽を専
攻。近年は国際ジャーナリストとして、テレビ・ラジオの多くの報道番組や情報番組、
インターネットメディアなどに出演するかたわら、ミュージシャン、DJとしてもイベント
出演多数。

私が情報を手に入れるとき、いつも意識しているのは「セカン

か慎重だな」と感じたら、私は次にアメリカの『ニューヨークタイ

ドオピニオンを探しに行く」ということです。これは私の意識に

ムズ』や『ワシントンポスト』を見に行きます。彼らは自国の外で

染み込んだ考え方です。セカンドオピニオンがあるということ

起こったニュースのときはやたらと前のめりなので、そこでバラン

は、判断の選択肢が増えるということ。その結果、一段高い視点

スがとれるのです。逆に中東の『アルジャジーラ』は日本に関する

から物事を捉えられるようになり、より冷静な判断ができるよう

ニュースを強めに報道する傾向があるので、それも参考にするこ

になります。言い方を変えれば、世間一般で「常識」や「主流」と

とも多いですね。

されているものを無批判に受け入れるな、ということです。報道

つまり、日本で話題になっている出来事についての情報を集

しかり、世論しかり。額面どおりに受け止めていると知らないうち

める際にも、海外のニュースは非常に参考になるということで

にリスクを背負いかねないと思います。

す。現代はインターネットが世界中につながっており、各国の

では具体的にはどのように情報を手に入れ、吟味していけばい

ニュースが容易に手に入ります。
「日本語しかできないから日本

いのか。私はある事柄に対して情報を得たい場合、インターネッ

語の情報源しかアクセスしない」というのは実にもったいない話

トで世界中の情報をぐるぐると回ります。その際に大切なこと

だと思います。

は、各媒体の「傾向」を把握しておくことです。思惑のないメディ

普段から世界各国の報道に接していれば、様々な状況に対し

アなど絶対にありません。各メディアの“傾き”具合を見越したうえ

てより多面的に、冷静に判断ができます。英語学習を頑張ってい

で情報に接することで、自分の中で調べている事象が立体的に

る皆さんには、ぜひ英語で世界の最新ニュースに触れてもらいた

見えてくるのです。

いと思います。それは英語学習に役立つだけでなく、皆さんの視

たとえば、日本の報道姿勢は基本的に慎重です。国民を不安

野を広げるのに大いに役立つはずです。

にさせないように控えめな表現を選んだり、一拍遅れで取り上げ
たりすることが多いのです。ですから、日本の報道をみて「なんだ
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AEON公式SNSが
本格スタートしました！

イーオンに公式SNSがあることを、皆様ご存じですか？？

▼

「＠aeon̲tweet」で検索！

楽しい英語関連情報を
随時配信しています！

今年より新しいSNSスタート＆既存SNSもリニューアル！

今回はイーオンの公式SNSでどのような内容を掲載しているか一部ご紹介します！

Twitter

Follow us★

ぜひ皆さん、フォローしてくださいね♪

WEB会議で使える表現や、日本人がよく聞かれる日本文化についての英語
表現など、
仕事にも役に立つフレーズが出てきます！
面白いイラストから目が離せない！

フォローしてね♪

★イーオンの最新情報がわかる！
★これまでのツイートはこんな内容！
＃わかっていると思わせる
英語フレーズ
＃WEB会議で使いたい
英語フレーズ 等

Instagram
「@aeonenglish」
で検索！

▼

巻頭
特集

フォローしてね♪

★World recipe tour

★ワンフレーズ英会話
「教えて！ AEON」

英語で世界中の料理を作りませんか？レシピはとっても
簡単！料理が 苦手な方もすぐに世界の料理が再現でき
ます！料理で世界を旅しよう♪

メールやSNSですぐに使える
英語表現がたくさん♪
例えば、
「tb」や「OMW」これっ
て何の略か知っていますか？
気になった 方はInstagramを
チェック♪

東洋経済オンライン・プレジデントオンライン、その他各新
聞・雑誌などに掲載された、イーオン監修・執筆の記事情報
を最速でシェアしています！

シュールなイラストとともに紹介する英語フレーズ
が大好評！
今後も季節やトレンドに合わせて様々なツイートを
していきます♪

★Todayʼs Teacher

▼

「英会話イーオン」
で検索！

What's a Samurai?

現在投稿されているレシピは

全 国のイーオンから自慢の 先 生
が登場！
皆 様 がお通いのスクールの先 生
も 登 場 す る か も！？ぜ ひ 毎 回
チェックしてくださいね！

Facebook

皆さん、この質問に答えられますか？

Instagramならではの可愛いポップな見た目で投稿しています。
SNSで使えるワンフレーズや世界中のレシピなど、すぐに試せるものばか
り！レッスンで学ぶのとは一味違う表現や流行りのフレーズを楽しく学
びましょう★

オーストラリアの「アンザックビスケット」
カナダの朝食「モンティクリスト」などなど…
どんな料理か知っていますか？
調理方法はInstagramの動画でわかりやすくご紹介♪

イーオンの情報が盛りだくさんです！最新のイーオンの取り組みやセミ
ナー・イベント開催情報をお伝えしています！

★キソレン道場

ページをいいねしてね♪

キソレン道場では英単語編と
英文法編の2種類のクイズを
穴埋めで出題しています。
“キソ”でも意 外と難しい！？
自分の英語力のチェックにも
ぜひご活用してくださいね♪

→シンプルに回答するなら

"It's an old Japanese warrior."

★連載情報・イベント情報

「英語で答えてみよう！」では日本人がよく聞かれる和製英語
や日本文化に関して英語で答えられるかチェック！

YouTube
▼

「英会話イーオン」
で検索！

チャンネル登録してね♪

読売新聞の連載情報、各種イーオンのセミナー・
イベント開催情報などもお伝えしています。

YouTubeでは実際にイーオンの先生達が登場！自宅学習の一環として、英
語の聞き取りの練習にもなります♪ほとんどが１分半程度の動画なので、
飽きることなく英語のリスニングができます！また、全国のイーオンの先
生が登場しているので、普段会うことのない先生の動画も見ることができ
ますよ★

４つの選択肢で（

Ms. X is scheduled (
returns

★AEON
Enjoy Home
プロジェクト
全国のイーオンの先生
から、みなさんへ 贈る
言葉を動画でアップし
て います！「私 の 好 き
な名言」
「家での習慣・
気 分 転 換」
「自 宅 で で
きる英 語 学 習」などを
ご紹介♪
英語の勉強がてら、お
うち 時 間 の 活 用 が て
ら…隙間時間に
ぜひご覧ください♪

★例えば、Hannah先生の好きな名言は…

to return

) from her vacation next week.
returning

returned

正解は 2)to return です。
空 所 の前はis scheduledです。＜be scheduled to + 動 詞 の原 形＞は「〜する予定
である」という意味を表すので、to returnが適切です。

“When life gives you lemons... make lemonade!”
人生がレモンを与えるならレモネードを作ればいい。
意 味 逆境をうまく利用しよう

他にも動画がたくさん♪全てチェック！

SNSを使って英語力を伸ばそう！
〈オススメのSNS活用法〉

他にもイーオンCMやイーオンのカリスマ日本人教師に
よる「英語学習トリビア」も配信しています！
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）にもっとも適切なのは？

★毎日の英語学習履歴を投稿してみよう
★言語設定を英語にしてみよう
★英語のニュースサイト・海外の有名人アカウントをフォローしてみよう
★海外の有名人の投稿に英語でコメントしてみよう
★英語学習用アカウントを作成してみよう
★その日起きたことを英語で投稿してみよう
★動画で英語を発信してみよう
自分に合ったSNS活用法を見つけて、
英語学習にも役立ててみて下さいね♪

ニュースサイトなら、国内外の話
題を英 語で 読めるアカウントか
ら見てみましょう！初めて英語で
ニュースを読む方は、日本の話題
から読み始めるのがオススメ！

オススメのSNSアカウント
【Facebook】
The Japan Times Alphaで検索！
記事の一部を引用してご紹介！
じっくりニュースを読みたい方に。

【Twitter】
＠JapantimesAlpha
まずは短い文から
読みたい方に。
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レッスンの成果を支える！
私の自宅学習法

笹井 美帆 様

会社員

イーオン通学歴：11ヶ月
高槻校［大阪府］

映画や動画でネイティブらしい表現を
学んでいます！
海外留学を計画していた時に、
「英語は話せなくても行けばなん
とかなる」と思っていました。しかしそれは「英語の基礎ができてい
る人に当てはまる事」と知り、私は中学で習う基礎すら忘れていた
為、少しでも英語を話せるようにしてから留学へ行きたいと思い英
会話を始めました。
自宅ではイーオン・ネット・キャンパスやレッスン教材での予習復
習だけでなく、中学・高校英語の問題集で基礎を学び、海外ドラマ
を字幕で見たり、YouTuberの英会話レッスンを見たりしています。
動画を見る時はあまり英語学習を意識せず、気楽に続けるようにし
ています。
自宅学習の成果として、ドラマでよく聞くフレーズをレッスン中に
使えたり、動画で学んだ単語がすぐ聞き取れ、理解できるようにな
りました。ドラマ等で得た表現をレッスン中に使っていたら、先生に
「ネイティブ英語のような表現があった」と褒めてもらえました。
また、高槻校では日本人の先生の留学経験が豊富なので、学習
法だけでなく留学についてもアドバイスを頂いています。オンライン
レッスンもいいですが、緊張する環境でもしっかりと話せる様にこ
れまで学んだ表現を使って対面レッスンも楽しみにしています。

藤井 智 様

会社員

イーオン通学歴：1年
佐賀校［佐賀県］
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堀田 周佑 様

会社員

イーオン通学歴：1年4ヶ月
徳島校［徳島県］

原田 靖久 様

会社員

イーオン通学歴：3年5ヶ月
掛川校［静岡県］

英会話力を磨くためには
「自宅で練習、レッスンで実践」が大切！
どんな状況でも上手に自宅学習を続けている
8名の生徒様をご紹介いたします。

藤田 明日香 様
藤

大学生

イーオン通学歴：1年3ヶ月
新宿南口校［東京都］

単語と英文を音と一緒に覚えることで、
忘れにくくなりました！

音読筆写を繰り返し、リスニングと
リーディングに効果がありました！

英語に触れる機会が増えたことによって、
スムーズに英語を話せるようになりました！

自宅では、リスニングの教材を聴いて単語とともに英文の発音
を覚えています。以前は単語のみ詰め込むように覚えていました
が、すぐ忘れてしまっていたので音と文章を覚えることで意味を思
い出しやすいような学習方法にしています。音で覚えることで、少
しずつ文につまらずに会話を行えているような実感があります。ま
た同じ意味の表現を複数覚えるようになって、それぞれ微妙に異な
るニュアンスについて「どっちが自然か？」というような質問をする
ことが増えました。今後も覚えた表現を積極的にレッスンで使って
いきたいです。
イーオンの先生からは、自宅では「イーオン・ネット・キャンパ
ス」の英語力アップコンテンツをしたり、ストーリーを知っている海
外映画やドラマを字幕無しで見たり、その中で出てきたフレーズを
繰り返すのもいいと教えてもらいました。そのため今は好きだった
映画を見直したり外国人YouTuberのおもしろい動画を見て気分転
換がてらリスニングもしています。最初は半ば趣味で始めた英語学
習でしたが、入学して１年以上経ちましたので、今後はレッスンで覚
えたことの成果試しに英語資格の取得も考えたいです。

外資系の会社に勤めて英語を使う機会もありましたが、その時は
メモを読みながらのつたない英語でした。定年退職までにしっかり
と英語を話せるようになりたいと思い、イーオンに入学しました。
毎日欠かさずQuick TranslationとDictationを行っています。構
文練習帳を使い、１週間で１ユニットは確実に暗記します。覚え方
は音読筆写！1文につき5回の音読筆写を1setとして完全に覚える
まで繰り返し、覚えたらQuick Translationでスラスラと言えるまで
ひたすら繰り返します。毎日、声に出して読んでいると自然に会話
の中ですっと言葉として出るようになり、自分でも驚くほど会話の
幅 が 広 が りました 。また 、会 話 文 を 聞 いて 英 文 を 書 き取る
Dictationもしています。分からなければ何度も聞いて、書き続けま
す。この２つで、会話力は間違いなく上がります。
先生に長文を読む速度を上げる方法を聞いた際に音読をおすす
めされ、ひたすら繰り返しているうちに、英文を読む速度が上がり
ました。音読はリスニングに効果があると思っていましたが、リー
ディングにも効果があるとは、さすがのアドバイスです。
『継続は力なり！練習したものは必ず上手くなる。上手くなりたかっ
たら人の２倍・３倍練習しなさい！今頑張らずにいつ頑張る！』これ
は中学の野球部監督の教えです。この意味を今実感しています。

英語で話す機会を増やして語学力を向上させたいと思い、小学
校から中学校まで通っていたイーオンに再び通い始めました。
自宅での学習はレッスンの予習・復習だけでなく、英語の本を
読んだり音楽を聴いたり、また単語帳やTOEIC L&Rテストの問
題集にも取り組んでいます。
英語に触れる機会が増えたことで、考えてゆっくり文章を作って
いたのが、スムーズに英語を話せるようになり、オーストラリアの
短期留学の際はホストファミリーとたくさん話すことができました。
先生からは構文練習帳を使って「言い回しを自分のものにする
ように」とアドバイスをもらい、また留学先の話や世界中の話を
聞くことでモチベーションも上がりました。少人数のクラスでは先
生とのコミュニケーションが取りやすく、しっかりと指導していた
だけるのでとても勉強になっています。
これからは、英語を使って外国の方とコミュニケーションを取っ
たり、留学をするなど、どんどん新しい体験をしていきたいです！
将来はスラスラと英語を話せるようになって、仕事に英語を活かし
たり、海外旅行をより楽しめるようになりたいです。

澤田 朋乃 様

公務員

イーオン通学歴：5ヶ月
三鷹校［東京都］

伊藤 柚季 様

大学生

イーオン通学歴：4年
志木校［埼玉県］

藤田 香 様

医師

イーオン通学歴：1年6ヶ月
札幌本校［北海道］

イーオン・ネット・キャンパスを活用しながら、
レッスンでモチベーションアップ！

オーバーラッピングで正しい発音を学ぶことで、
音が聞き取れるようになりました！

レッスン中は学校の授業では教わらない、
使える英語が身に付きました！

テキストの予習復習と自宅学習教材を使って
リスニング力向上に繋がりました！

映画館で幼い外国の子供と母親が英語で話をしているのを見
て、凄いと思ったことがありました。それから、英会話ができるよう
になりたいと思う気持ちが強くなり、レッスンを受講し始めました。
自宅ではイーオン・ネット・キャンパスのアプリを活用していま
す。5月は自宅にいた為、朝早く起きて、構文練習帳、デジタルワー
クブック、20 Points等を使って予習と復習をしていました。特に重
視したことは、一度ではすぐ忘れてしまうので、3日置きのペースで
同じ所を繰り返すことです。仕事が始まっても、朝早く起きて1時間
半程勉強してから家を出ることを継続し、休日は午前中に勉強して
います。
以前、私が全く質問に答えられないことが続き、先生に相談した
時に｢シャドーイングが一番勉強になる、今やっている事を継続して
いたら必ず伸びる｣とアドバイスを頂き、モチベーションを上げても
らいました。またどの先生からも、常に構文練習帳を継続しなさい
とアドバイスをもらい、どうせやるなら徹底しようと思い継続してい
ます。
先生から言われたことを継続して、英語をもっと楽しみ、
今後は外
国の方に自ら話しかけて会話をするという目標に向けて頑張ります。

社会人になり久しぶりに受けたTOEIC Listening & Reading
テスト（以下、TOEIC L&Rテスト）の点数にショックを受け、また
英語での会話をスムーズにできるようになりたいと思い、イーオン
に通い始めました。
自宅では主に単語学習とオーバーラッピングに力を入れていま
す。単語は隙間時間を使って、頭の中で発音をしたり、15分で何
ページ目まで覚えるなどあらかじめゴールを決めて勉強していま
す。オーバーラッピングではテキストの会話文を繰り返し、自然と
言葉が出てくるまで練習します。ネイティブの発音を真似て発音す
るため、単語の発音だけでなく文全体のイントネーションも自然に
身につきました。また、正しい発音がわかると音が聞き取れるよう
になりました。
以前からニュースを英語で読みたいと思っていたのですが、とて
も難しく、その時に先生からアドバイスされたのが「日本のニュース
を英語で読むこと」です。実際に身の回りの出来事なので理解し
やすく、その内容をスピーキングにも生かすことができました。
今後は、様々な表現や言い回しを身につけて、言いたいことを自
由に表現できるようになりたいです。また、友人とTOEIC L&Rテ
ストを受ける予定なので、負けないようしっかり準備して高得点を
取れるよう頑張ります。

高校２年生の時、ドラマを見て英語が流暢に話せる人に憧れを
持ちました。そこから英語に興味を持ち“英会話”を習いたいと思
い、イーオンに入学しました。
自宅ではイーオンの予習復習だけでなく、ネットで海外の映画や
ドラマを観ています。昨年からTOEIC L&Rテストを受け始めたの
で試験の勉強もしています。
レッスン中は全て英語で行うので何とか伝えようとする力も付
きました。さらに、より良い表現やイディオムなども教えてもらえる
ので、学校の授業では教わらない、使える英語が身に付きました。
先生たちから発音の良さを褒められ、初めて英語でスピーチをし
ました。スピーチをすることで語彙力も上がり、発音も直してもら
うことで、自信に繋がりました。またTOEIC L&Rテストの勉強方
法も教わり、120点上がりました。
志木校はとてもアットホームで、どの先生も気軽に声をかけてく
れ、レッスンを受けたことのない先生も私のことを知ってくれてい
ることが嬉しいです。先生全員と関われることは楽しくレッスンに
通える理由です。
今後は会話に重点を置き、たくさん話をしてレベルを上げたいで
す。またTOEIC L&Rテストのスコアも700点を超えるように努力
し続けたいです。

私は耳鼻咽喉科の医師をしており、外国人の患者さんに英語で
対応をする際に単語とボディーランゲージでごまかしていました。
ある日、来院した韓国人の11歳の女の子の流暢な英語に感動し、
また自身のあまりのできなさに恥ずかしくなり、一念発起、イーオン
の門をたたきました。
予習はテキストを見ずに次のユニットの会話文を聴きます。その
際に内容を推測し、その後、テキストを見て自分の推測との答え合
わせをしてから、一通り予習をします。特に構文練習帳はディク
テーションとクイックトランスレーションで95点以上取れるまで繰
り返します。習った直後だと内容を覚えているので、復習はレッス
ンの３日後くらいに行います。他にも、自宅学習教材や単語学習の
ツールなども使っています。
先生にリスニングを強化したいと相談したところ、
「テキストな
どで初めて聞く文を書き取る」ことを勧められました。これによっ
て、予習の会話文の聞き取り、シャドーイングが上手くできるように
なり、また英語でのスポーツ中継も少し理解できる程リスニングが
上達しました。
札幌本校はスタッフや先生がとても親しみやすく、話しかけやす
いです。また、生徒さんも若い方だけではなく、私と同世代や年上
の方も居て心強いです。そんな先生や生徒さんと、たくさん会話す
ることを楽しみに頑張っています！
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高得点を取得した方や点数が伸びた方をピックアップ！
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TOEIC L＆Rテスト
®

コン テスト 受 賞 者 の 声

ハイスコアコンテスト

2

位

965点

岩村 拓哉 様

会社員

神田校［東京都］

ハイスコアコンテスト

3

位

960点

麓 健介 様

大宮校［埼玉県］

6

大学院生
会社員

日々英語に触れる習慣で上達！
965点取得だけではなく、英検®１級にも合格しました！

勤めている会社がTOEIC L&Rテストの受験費用の補助を出してくれることもあ
り、英語力を定期的に確認するため、テストを受験していました。そんな中、先生か
ら「君ならきっと入賞できる」と背中を押していただき、コンテストへの参加を決め
ました。普段の生活や仕事では英語を使う機会はないのですが、イーオンに通い始
めたことで日々英語に触れる習慣を身につけることができました。普段は通勤時間
などの隙間時間に洋書のリーディング、ニュースのリスニング、単語帳のやり直し
をしています。試験に向けては、試験の2週間ほど前から模擬試験を解き、独特の
試験形式や時間配分に慣れるようにしました。日々の英語学習の習慣づけのおか
げで、どんな形式の試験であっても対応できる英語力が身に付いていたと感じてい
ます。また、毎週のレッスンの度に「調子はどう？」
「勉強は続いている？」と声を
かけてくれた先生方とスタッフさんのおかげで、仕事の繁忙期などでも日々の勉強
を続けられました。フレンドリーで親身な先生方のご指導のおかげで、ハイスコア
だけではなく英検１級にも合格することができました。私にとって今まで英語は“勉
強するもの”だったのですが、今後は“使うもの”へと変えていき、自分の世界を広げ
るような活動のための道具として積極的に使っていこうと思います。

普段の英語学習でハイスコアを取得！
自分が興味を持てる英語学習を心掛けました！
私が初めてTOEIC L&Rテストを受けたのは10年ほど前のことです。本当に初
歩からのスタートで、勉強法もよくわからないまま受けたテストは305点でした。
それから2年弱、色々な勉強法を試しながら700点を超えるようになった頃、イー
オンに入学し、このコンテストを知りました。700点を取ってある程度満足していた
のですが、コンテストでは900点台の方が沢山いて、900点台は特別でないことを
知りそれがいい刺激になりました。
それからはコンテストで上位入賞する事を目標に毎回エントリーをして、年に数
回試験を受け続けてきました。勉強へのモチベーションを高く保ち続けることがで
きたのはコンテストのおかげです。
コンテストを目標にして学習を続けてきましたが、TOEIC L&Rテストの勉強は
あまりやらずに英字新聞を読むなど自分が興味を持てることを勉強するように心が
けてきました。イーオンに通うこともその一つです。
今回この点数を取るにあたり、特に変わったことはしていませんが、今まで積み
重ねてきた勉強の成果が出たのではないかと思っています。上位入賞できたことは
とても嬉しく、結果にも満足しています。次は990点獲得を目指してこれからもイー
オンに通い、勉強を続けたいと思います。

TOEIC® L&Rテストコンテストとは？

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。

ハイスコアコンテスト
900点以上（1〜3位）
900点以上（4位以下）
850点以上900点未満
入賞判定
ルール

スコア850点以上を目指します！

10,000円相当
5,000円相当
3,000円相当

※全国上位50名様までを上記の通り表彰します。

＜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

のびのびコンテスト
1位〜3位
4位〜10位
11位〜30位

1回目と2回目のスコアの、伸び幅を競います！

10,000円相当
3,000円相当
2,000円相当

※全国上位30名様を上記の通り表彰します。

＜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

◆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。
◆第37・38回のエントリーはすでに締め切っております。第39回以降の開催については未定です。

のびのびコンテスト

2

位

390点
660点

270点UP

井上 裕子 様

公務員

明石校［兵庫県］

のびのびコンテスト

3

位

645点
865点

220点UP

小野田 拓人 様
大宮校［埼玉県］

大学生

レッスンの単語テストと日々の学習で苦手な語彙力を強化。
2度目の受験で660点までスコアアップ！
子育てが終わり、自力手配で海外旅行へ行くようになり、英語が話せない自分
に気づきました。TOEIC L&Rテストの初受験の結果は390点。もう少しスコアを
上げたい！と意地が目覚め、見つけたのが明石校の対策コースでした。とにかく語
彙が課題だと思い、市販の音読アプリと並行して、毎週レッスンで出される単語テ
ストの勉強をし、単語カードも隙間時間に学習しました。毎週の単語テストで満点
を取れたら帰りにおいしいスイーツを食べるというルーティンを作って楽しみなが
ら通学しました。
クラスではいい仲間と出会えました。同年代でハイスコアの方からは励ましを、
若いお仲間からは刺激をもらい、いつも笑っていられる雰囲気でした。そして先生
が試験の特長や対策を簡潔に示してくれ、一人ひとりにアドバイスを下さいまし
た。先生の勧めで公式問題集の音読を続けたので、語彙だけでなく読解力も上が
りました。
「慣れるためにも受験回数を増やすと良い」というスタッフさんの勧めも
あり、コース半ばで２回目を受験したら一気に660点に上がり驚きました。独学で
はこのスピードはなかったと思います。
英語を話せる人生を手に入れたいというのが私の目標です。大人のやり直し英
語には色々な道がありますが、アプリを使う日々の学び、スクールでの学び、
TOEIC L&Rテストの更なるスコアアップ等、道を絞って一生学び、旅する人でいら
れたらと思っています。

対策クラスでポイントを絞りながら効率よく学ぶことで、
スコアアップに繋がりました！
自分の英語力は、どの程度なのかを客観的な指標で測りたいと思ったのをきっ
かけに、TOEIC L&Rテストを受験しました。力試しの意味合いが強かったので、
市販の問題集を購入して形式の確認はしましたが、対策というほどのことはしませ
んでした。初めてのスコアは645点で、自分としてはまずまずの結果かなと思ってい
たのですが、友人が800点台のスコアを取得したというのを知り、自分もハイスコ
アを取得したいと思うようになりました。
三日坊主を得意とする私には、自力で対策できる自信は全く無かったので、イー
オンのTOEIC L&Rテスト対策コースを受講することにしました。このコースでは、
各回でポイントを絞りながら、本番と同じ形式の問題を解くことができるので、効
率的に学べました。また、実際にハイスコアを取得されている先生のアドバイスや
体験談は大変参考になりました。
こうして受験した2度目のスコアは865点でした。内心手応えは感じていました
が、今回の結果にはさすがに自分でも驚きました。目標とするスコアを取得できた
ことは、嬉しい限りです。今回の結果は、ひとえにイーオンの先生方の御尽力のお
かげです。今後も更なる英語力向上を目指し、精進していきたいと思います。
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イーオ ン の 先 生 が お 答 えしま 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、大阪府・茨木校のEmi先生、長野県・諏訪ステーションパーク校のJess先生です！

お悩み

ネイティブの先 生にいつも聞き返されてしまいます。
通じる発 音を身に付けるには？
通じる発音を身に付けるためには、以下の２つに取り組みましょう。
①フォニックスのルールを覚える
フォニックスは「英語の文字と音のルール」です。アルファベット26文字にはそれぞれの「音」
があります。

Emi先生

茨木校（大阪府）

例えば、単語のBEDを初めて目にしたとします。
「Bはブッ Eはエ Dはドゥ」のように「音」を知っ
ていれば、読めるようになります。1文字・2文字・3文字と様々な音のルールがあり、それらを身に付けると、発音
記号など見なくても正しく発音ができます！また、ネイティブのような発音が身に付くので、より自信を持って英語を話
せるようになります。
②とことん声に出して練習する
フォニックスを覚えるだけでも発音UPに繋がりますが、ネイティブの発音を聞いて真似ることも重要です。まずは正
しい発音を聞き、
「自分の発音と違うな…」と感じたら、正しい発音に近づくまでとにかく声に出して練習をしてください。
練習→答え合わせを繰り返すことが大切です。
発音に自信が持てるようになると、さらに英会話が楽しくなります！

お悩み

外 国 人の方を目の前にすると頭 が 真っ白になり、言 葉 が出てきません 。
どうしたらスムーズに話 せるようになりますか？
Despite repeating scenarios and often speaking with your teachers, suddenly your words may
escape you when talking to someone new. This happens to so many language learners; myself
included. Being nervous like this is inevitable, but with a little training, I believe it is something
that can be overcome.
Speaking to yourself may seem crazy, but repeating phrases is how people speak smoothly

Jess先生

諏訪ステーションパーク校
（長野県）

with composure. Remember to speak aloud and have conﬁdence. Using common phrases at the beginning of a
conversation will give you time to calm down and think properly. Practice useful, every day English until you can say it
in your sleep! When your mind goes blank, your muscle memory will kick in and save you.
We all experience setbacks. No one will fault you for taking time to get your thoughts in order. Asking for repetition
or clariﬁcation is never a bad thing. Use your English to ask for help when you need it! Over time, your communication
will get smoother because you will not worry about needing to speak perfectly.
If you realize your words are gone, change your thoughts. Reset! Push past your nerves and take back control of
your mind. Get a grip and tell yourself you can do it. You practiced. Do not let any obstacle stand in your way when
you want to communicate with foreign people, even yourself.

8
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