
2020年度からの「大学入学共通テスト」でも「聞く・読む・話す・書く」の4技能試験の
導入が決定。今後ますます英語を「話す」試験が注目されていきます。
イーオンキッズでは、スピーキングテスト「CASEC SPEAKING」「E-CAT（English 
Conversational Ability Test）」を導入しています。これから広がっていく英語4技能
試験に向けて、ぜひトライしてみましょう！

お子様をとりまく英語教育・受験事情はこれからますます変化していきます。イーオンキッズでは「話す」「聞く」「読む」「書く」の4技
能をしっかり身に付けていただけるよう精一杯サポートして参ります！

「パソコンに向かって話す」という慣れない受験スタイルでも自信
を持ってスムーズに対応できるようになって欲しいと、「CASEC 
SPEAKING」「E-CAT」を中高生の全生徒様にご案内しています。
自分のスピーキング力が可視化され自信がついただけでなく、
素直に「もっと話せるようになりたい」とモチベーションが上がった
生徒様が多かったです。スコアレポートで保護者様へもお子様
のスピーキング力をはっきり示すことができ、「意外と話せるんです
ね、安心しました」など、嬉しいお声をいただきました！

　2020年より順に小・中・高での新学習指導要領が全面スタートしますが、今後の教育では、知識・技能を持つだけでなく、
それを自在に、自分らしく使いこなせるところまでを目指します。「何を知っているか」だけでなく、その知識を使って「何ができる
か」「どのように問題解決を成し遂げるか」までを学力と見なすわけです。だからこそ今後の大学英語入試では4技能5領域を
測る外部試験（英検など）が採用されています。イーオンキッズでは、新学習指導要領対応のオリジナルテキスト・カリキュラム
だからこそ、大学受験や将来に役立つ英語力をしっかり身に付けていただけますよ。一緒に頑張りましょう！

「英検準2級を持っているが、結果でも英検準2級レベルだったの
で、嬉しかったし自信になった！」「もっといい点数をとれるようにレッ
スンでスピーキングを頑張りたい」

「意外と難しかった！」「パソコンに向かって一方的に話すので、質
問に合った答えができているのか不安だった」

＼受験時期のご相談や詳細、お申込みについてはスタッフまで／

CASEC SPEAKING E-CAT（English Conversational Ability Test）

ご自宅・
イーオンスクールにて
受験可能！

広がる英語のスピーキング試験 ～イーオンキッズの取り組み～

2020年4月より小学校高学年の英語が「正式教科」に！

イーオン平塚校の
中川マネージャーに聞きました！

テストを受けた直後の生徒様の反応は？

結果を見た生徒様の反応は？

4技能5領域※を総合的に学ぶ
新学習指導要領での授業がスタート

2022年4月

※「話す（やりとり）」「話す(発表)」「聞く」
　「読む」「書く」

「全国学力テスト」（中3）の英語で、
スピーキングテストを導入

2019年

授業は原則「英語で」の実施スタート
2021年4月

中学年「外国語活動」スタート
「聞く」「話す」に慣れ親しむことが目標

高学年 英語が「正式教科」に
「読む」「書く」もはじまります

2020年4月

小 学 校 高 校

～小学校英語指導者資格取得コース・中高生セミナーを担当している、土田トレーナーより保護者の皆さまへメッセージ～

中 学 校
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英語は、広い世界へのパスポート。英語を学ぶと同時に、英語
で学ばなくてはならないこともたくさん出てくる。
英語学習は、できるだけ早く始めた方が良い。日本語との間で
混乱が起こるのではないかと心配する声も聞くが、だいじょうぶ
である。
「英語」を使う文脈と、「日本語」を使う文脈が区別できれば、
人間の脳はそれをうまく切り替えて、使い分けることができる。脳
の中の「尾状核」と呼ばれる部位が、そのようなスイッチの役割を
果たしていることがわかっている。
小さなころから、複数の言語の文脈を行ったりきたりすることに

よって、子どもたちは世界の広さを知り、また、自分をさまざまなか
たちで表現すること、他者と向き合うことの喜びを学んでいくの
である。
ところで、子どもが英語を学ぶ上で、いちばん大切なことはなん
だろうか？
それは、「安全基地」である。
子どもにとって、英語の学びは一つのチャレンジ。そのチャレンジ

を支える「安全基地」を大人たちが作ってあげなければならない。

これからの
子どもたちにとって、
英語は必須である。

Vol.17
Spring
2019

茂木 健一郎氏
も　  ぎ けん  いち  ろう

ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学、日
本女子大学非常勤講師。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学
院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケ
ンブリッジ大学を経て現職。専門は脳科学、認知科学。「クオリア」（感
覚の持つ質感）をキーワードとして脳と心の関係を研究するとともに、文
芸評論、美術評論にも取り組んでいる。

脳科学者

具体的には、子どもの好奇心、学びを後ろから見守って、支え
てあげること。
文法や発音が正しいかどうか、テストの点数が良いかどうかと
いうことよりも、子どもたちが楽しんで英語を使えるような、そんな
環境づくりをしてあげることが一番大切になる。
脳の中には、初めてのことに挑戦してうまくいくと放出される

「ドーパミン」という脳内物質がある。子どもたちが英語にチャレン
ジして小さな成功体験を持つと、ドーパミンが放出され、英語回
路が強化される。
その挑戦を支えるのが、脳の中で感情の中枢である扁桃体を
中心につくられる安全基地。安全基地は、大人との絆、信頼関
係がなければ生み出されない。
結局、子どもの英語脳を伸ばすのは、愛情と幸福。
温かい安全基地に包まれてこそ、子どもたちは英語を通して世
界に羽ばたくことができる。
子どもたちの挑戦を、ぜひ、愛情をもって温かく見守ってほし
いと思う。



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！
その中でも特に英語資格など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。

イーオンキッズでは先生方の生徒に対する接し方が素晴らしく、子ども
も嫌がることなくレッスンを受けています。また柏マルイ校の雰囲気と先
生やカウンセラーの方の印象が大変良かったことも入学の決め手です。
レッスンではまだ集中が長続きしない時もありますが、先生は子ども
の気持ちを察してレッスンを進めていただけているように感じます。また
先生は子どもの成長したところや良いところを見つけるのが大変上手
で、たくさん褒めてくださるので、本人も嬉しそうな様子でやる気に繋
がっています。教材の絵本を発表会で読むこともでき、とても成長を感
じましたね。初めての単語も自分で読もうとする力がついてきています。
「英語は楽しい」と思えている様子で、イーオンキッズに入学してとても
良かったと思います。
今後も英語を楽しみながら習得してほしいと思います。英語を習得す

ることで外国の方ともコミュニケーションを取り、経験を増やし、将来の
夢や目標の幅を広げてもらいたいです。

スーパーキッズ

柏マルイ校（千葉県）
イーオンキッズ通学歴：３年１ヶ月

【 2018年 】　
第２回国連英検ジュニアテストDコース
66点１級合格

細川 晃希 くん（５歳・年中）
ほそ かわ あ　 き

グループレッスンを受講していますが、遊びのような感覚で楽しく学べ
る点が気に入っています。子どもがわかっていない時は言葉を言えるよ
うに先生が誘導してくれます。そうして答えられるように促してくれるのも
いいですね。
イーオンキッズを受講していて良かったと思うことは、英検準2級に合
格できたことです。試験前にはプライベートレッスンでの受験対策を受
け、レッスン以外でも色々なアドバイスをしてもらえました。たとえば、リス
ニングパートでの問題の聞き方やコツを教えてもらったり、間違ったとこ
ろの復習の仕方としてオーバーラッピングのやり方を聞けたりしたことが
役立ったようです。子どもに自信を持たせてくれたと思います。
英検合格以外にも、「単語を100個覚える」「イーオンキッズの先生

に英語で質問する」という目標を決め、特に単語を覚えるという目標に
熱心に取り組んでいます。目標があることでより学習しやすくなっている
と思います。将来的には海外の色々な人と会話ができ、自分の意見を
言えるような人になってほしいです。

和歌山ガーデンパーク校（和歌山県）
イーオンキッズ通学歴：８年２ヶ月
【 2018年 】　
第２回英検®準２級合格
【 2017年 】
第３回英検®３級合格
第２回英検®４級合格
第１回英検®５級合格

大鋸 沙也加 さん（小学校４年生）
おお　が さ 　や　 か

イーオンキッズ入学の決め手は、ベビークラス（1歳・2歳）があったこ
とです。また教材が充実しており、先生方の発音もきれいでしたので、
親子共々楽しく通えそうだと思いました。
レッスンでは「フォニックス」を徹底的に覚えるまで教えてくださった点
がとても良かったです。初見の単語もフォニックスに沿ったものであれば
正しく発音できますし、その音によって、これまで習ってきた単語と結び
ついて理解できたりもします。英文と日本文を同程度に読み上げられる
ようになり、レッスンを続けてきて本当に良かったと思います。娘自身も自
信がついたようで、英検の勉強も自分から意欲的に取り組んでくれてい
ます。
将来的に、英語が娘にとって世界中の様々な人や文化や価値観を
知るためのツールになってくれたらいいなと思います。そのためにはイー
オンキッズでまず、自分の想いを英語で表現できるように実用的な会話
技術を身に付けて、いずれ旅先や町で出会った人と英語で意思疎通
ができるようになることを願っています。

四谷校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：５年１ヶ月

【 2018年 】　
第２回英検®４級合格
第１回英検®５級合格
【 2017年 】　
第３回英検®Jr.　シルバー90％合格 
第２回英検®Jr.　ブロンズ82％合格

梶原 晴 さん（６歳・年長）
かじ わら はる

イーオンキッズは発音を活かしたゲームやリスニング力を伸ばす質
問など、子どものウィークポイントを改善するような内容を取り入れ、特
に文法は苦手になる前に自然とコミュニケーションの中で学べるよう
にしてくれています。イーオンキッズで学習を始めてから、街で外国人の
方に出会うと自分から“Hello!”とあいさつをするくらい、英語に対して自
信を持つようになりました。自己表現や自分の意見をしっかり言える子
になってもらいたかったので、続けてきて良かったと感じています。
7歳で英検4級に合格できたので、今は3級の単語やイディオム、ラ

イティングを毎日勉強しています。
今後の目標はまず、小学校2年生の間に英検3級の合格。その後は

3年生で準2級、4年生で2級合格を目指します。その間にTOEIC 
L&Rテストなど他のテストも受けてみたいと思っています。もっと会話力
を付け自分の特技として、たくさん話せるようになってもらいたいです。

刈谷校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：５年２ヶ月
【 2018年 】　
第１回英検®４級合格
【 2017年 】
第３回英検®Jｒ.　ゴールド98%合格　
第２回英検®Jr.　シルバー90%合格
【 2016年 】　
第２回英検®Jr.　ブロンズ97%合格

角谷 玲來 さん（小学校２年生）
すみ　や れい　ら
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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

幼少期から英語に触れる機会を持たせたいと思い、別の英会話ス
クールに3年間通学していました。その後、広島へ引っ越しをしたのです
が、英語は続けたいという希望から、イーオンキッズに入学をしました。
先生方はとてもフレンドリーでクラス全体の雰囲気も和気あいあいと

して、生徒を飽きさせない授業運びで楽しく学べるところが気に入って
いる点です。
今回久しぶりに英検に挑戦しました。毎週レッスン前後にライティング

パートの添削指導を行ってもらいました。トピックに対して賛成、反対の
両方の意見と理由、それをサポートする例を書いていく練習をするにつ
れて、幅広いテーマに関して意見が短時間で出せるようになりました。
今後は英検2級にもチャレンジしてほしいです。また、イーオンキッズ
中国・四国地区発表会のスピーチ部門で最優秀賞をいただいたので、
スピーチでもさらなるスキルアップを目指してもらいたいですね。リスニン
グ力と英語センスに磨きをかけて、世界の人 と々自由にコミュニケーショ
ンを取れるようになっ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：１年３ヶ月

【 2018年 】　
第２回英検®準２級合格
イーオンキッズ中国・四国地区発表会　
スピーチ部門最優秀賞
【 2016年 】　
第２回英検®３級合格

イーオンキッズ松阪校→
イーオン松阪校（三重県）
通学歴：８年

【 2017年 】　
第２回英検®２級合格
第１回英検®準２級合格

崎本 恵梨華 さん（小学校６年生）
さき もと え 　り 　か

イーオンキッズを続けてきたことで、英語について自信を持つようにな
りました。中学校に提出する自学の宿題として高校生向け単語帳を書
き取り、大学生が使う単語帳のような難しいものにも興味を示していま
す。イーオンキッズのレッスン中には英作文もありますが、「書ける」こと
を書くのではなく、「書きたい」ことを英語で何とか書こうとする姿勢が見
えます。また、覚えた新しい単語を積極的に使おうと、わからない単語が
出てきてもすぐには辞書を引かず、自分の知っている単語でなんとか表
現しようとするようになりました。中学校の英語の授業で職業体験の感
想を英語で書く機会にも、辞書を使わずスラスラと書いていました。読
んでみるときちんとした文章で驚きました。また、ときどき弟に英語を教え
ていることもあります。
春に約2週間、カナダへホームステイに行く予定です。英語を話すこ

とで、国外の様々な意見や文化に触れる経験をたくさん積んでほしいと
思っています。

大橋校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：６年1ヶ月
【 2018年 】　第１回英検®２級合格
　　　　　　TOEIC Bridge®IPテスト 140点
【 2017年 】　TOEIC Bridge®IPテスト 110点
【 2016年 】　第２回英検®準２級合格

河原田 曉 くん（中学校２年生）
かわ  はら  だ とき

イーオンでの英会話学習を続けて良かったことは色々あります。まず、
短期留学に行った際にたくさんコミュニケーションが取れたことです。反
対に留学生のホームステイを受け入れた時にも英語で会話を楽しむこ
とができました。イーオンのレッスンでは私が質問したことに対して、わか
るまで丁寧に教えてもらえるので、しっかりと理解できて記憶に残りやす
いです。
イーオンの先生は課題の量についても相談にのってくれ、そのおか
げで生活環境が変化しても継続できたのだと思います。
今後はまず英検の準1級取得を目指します。また、海外で暮らせるレ

ベルの英語を身に付けたいと思っています。
私は高校生になって改めて、イーオンに通っていて良かったと実感しま

した。イーオンの良さは楽しんで英語を学べるところ。小さな積み重ねで
将来の選択の幅が大きく広がると思います。皆さんも頑張ってください！

イーオンキッズ甲府校→
イーオン甲府校（山梨県）
通学歴：７年２ヶ月

【 2017年 】　
第２回英検®２級合格

私は小学校高学年からイーオンに通い始めましたが、中学校の英語
の勉強で困ったことは一度もありません。これから大学入試に向けた勉
強が本格的に始まりますが、英語を一番の武器として入試対策ができ
そうです。
中学校の英語の授業は「これ、イーオンでやったな」と思うことがほと

んどで、授業が復習の時間になっていました。高校でも英語の勉強で
の苦労はあまりありません。テスト勉強では英語は授業内でほぼ理解、
定着できるので、苦手科目に勉強時間を割くことができています。イー
オンでは勉強の「方法」も教えてくれるので、生活環境の変化にも対応
できています。将来は通訳や日本語学校の先生など、海外の人たちと
実際に会話をする仕事につきたいです。また、英語が公用語の国に留
学もしてみたいです。
子どもの時からイーオンで英語に触れている皆さんは、学校の授業で

しか英語に触れていない人たちよりも絶対に英語力がついています。
これから英語を学んでいくうえで大変に思うことがあるかもしれません
が、自信を持って頑張ってください。

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。

小泉 葉音 様（高校1年生）
こい ずみ は　のん

藤巻 ひとは 様（高校２年
生）ふじ まき
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の気持ちを察してレッスンを進めていただけているように感じます。また
先生は子どもの成長したところや良いところを見つけるのが大変上手
で、たくさん褒めてくださるので、本人も嬉しそうな様子でやる気に繋
がっています。教材の絵本を発表会で読むこともでき、とても成長を感
じましたね。初めての単語も自分で読もうとする力がついてきています。
「英語は楽しい」と思えている様子で、イーオンキッズに入学してとても
良かったと思います。
今後も英語を楽しみながら習得してほしいと思います。英語を習得す

ることで外国の方ともコミュニケーションを取り、経験を増やし、将来の
夢や目標の幅を広げてもらいたいです。

スーパーキッズ

柏マルイ校（千葉県）
イーオンキッズ通学歴：３年１ヶ月

【 2018年 】　
第２回国連英検ジュニアテストDコース
66点１級合格

細川 晃希 くん（５歳・年中）
ほそ かわ あ　 き

グループレッスンを受講していますが、遊びのような感覚で楽しく学べ
る点が気に入っています。子どもがわかっていない時は言葉を言えるよ
うに先生が誘導してくれます。そうして答えられるように促してくれるのも
いいですね。
イーオンキッズを受講していて良かったと思うことは、英検準2級に合
格できたことです。試験前にはプライベートレッスンでの受験対策を受
け、レッスン以外でも色々なアドバイスをしてもらえました。たとえば、リス
ニングパートでの問題の聞き方やコツを教えてもらったり、間違ったとこ
ろの復習の仕方としてオーバーラッピングのやり方を聞けたりしたことが
役立ったようです。子どもに自信を持たせてくれたと思います。
英検合格以外にも、「単語を100個覚える」「イーオンキッズの先生

に英語で質問する」という目標を決め、特に単語を覚えるという目標に
熱心に取り組んでいます。目標があることでより学習しやすくなっている
と思います。将来的には海外の色々な人と会話ができ、自分の意見を
言えるような人になってほしいです。

和歌山ガーデンパーク校（和歌山県）
イーオンキッズ通学歴：８年２ヶ月
【 2018年 】　
第２回英検®準２級合格
【 2017年 】
第３回英検®３級合格
第２回英検®４級合格
第１回英検®５級合格

大鋸 沙也加 さん（小学校４年生）
おお　が さ 　や　 か

イーオンキッズ入学の決め手は、ベビークラス（1歳・2歳）があったこ
とです。また教材が充実しており、先生方の発音もきれいでしたので、
親子共々楽しく通えそうだと思いました。
レッスンでは「フォニックス」を徹底的に覚えるまで教えてくださった点
がとても良かったです。初見の単語もフォニックスに沿ったものであれば
正しく発音できますし、その音によって、これまで習ってきた単語と結び
ついて理解できたりもします。英文と日本文を同程度に読み上げられる
ようになり、レッスンを続けてきて本当に良かったと思います。娘自身も自
信がついたようで、英検の勉強も自分から意欲的に取り組んでくれてい
ます。
将来的に、英語が娘にとって世界中の様々な人や文化や価値観を
知るためのツールになってくれたらいいなと思います。そのためにはイー
オンキッズでまず、自分の想いを英語で表現できるように実用的な会話
技術を身に付けて、いずれ旅先や町で出会った人と英語で意思疎通
ができるようになることを願っています。

四谷校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：５年１ヶ月

【 2018年 】　
第２回英検®４級合格
第１回英検®５級合格
【 2017年 】　
第３回英検®Jr.　シルバー90％合格 
第２回英検®Jr.　ブロンズ82％合格

梶原 晴 さん（６歳・年長）
かじ わら はる

イーオンキッズは発音を活かしたゲームやリスニング力を伸ばす質
問など、子どものウィークポイントを改善するような内容を取り入れ、特
に文法は苦手になる前に自然とコミュニケーションの中で学べるよう
にしてくれています。イーオンキッズで学習を始めてから、街で外国人の
方に出会うと自分から“Hello!”とあいさつをするくらい、英語に対して自
信を持つようになりました。自己表現や自分の意見をしっかり言える子
になってもらいたかったので、続けてきて良かったと感じています。
7歳で英検4級に合格できたので、今は3級の単語やイディオム、ラ

イティングを毎日勉強しています。
今後の目標はまず、小学校2年生の間に英検3級の合格。その後は
3年生で準2級、4年生で2級合格を目指します。その間にTOEIC 
L&Rテストなど他のテストも受けてみたいと思っています。もっと会話力
を付け自分の特技として、たくさん話せるようになってもらいたいです。

刈谷校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：５年２ヶ月
【 2018年 】　
第１回英検®４級合格
【 2017年 】
第３回英検®Jｒ.　ゴールド98%合格　
第２回英検®Jr.　シルバー90%合格
【 2016年 】　
第２回英検®Jr.　ブロンズ97%合格

角谷 玲來 さん（小学校２年生）
すみ　や れい　ら
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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

幼少期から英語に触れる機会を持たせたいと思い、別の英会話ス
クールに3年間通学していました。その後、広島へ引っ越しをしたのです
が、英語は続けたいという希望から、イーオンキッズに入学をしました。
先生方はとてもフレンドリーでクラス全体の雰囲気も和気あいあいと

して、生徒を飽きさせない授業運びで楽しく学べるところが気に入って
いる点です。
今回久しぶりに英検に挑戦しました。毎週レッスン前後にライティング

パートの添削指導を行ってもらいました。トピックに対して賛成、反対の
両方の意見と理由、それをサポートする例を書いていく練習をするにつ
れて、幅広いテーマに関して意見が短時間で出せるようになりました。
今後は英検2級にもチャレンジしてほしいです。また、イーオンキッズ

中国・四国地区発表会のスピーチ部門で最優秀賞をいただいたので、
スピーチでもさらなるスキルアップを目指してもらいたいですね。リスニン
グ力と英語センスに磨きをかけて、世界の人 と々自由にコミュニケーショ
ンを取れるようになっ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：１年３ヶ月

【 2018年 】　
第２回英検®準２級合格
イーオンキッズ中国・四国地区発表会　
スピーチ部門最優秀賞
【 2016年 】　
第２回英検®３級合格

イーオンキッズ松阪校→
イーオン松阪校（三重県）
通学歴：８年

【 2017年 】　
第２回英検®２級合格
第１回英検®準２級合格

崎本 恵梨華 さん（小学校６年生）
さき もと え 　り 　か

イーオンキッズを続けてきたことで、英語について自信を持つようにな
りました。中学校に提出する自学の宿題として高校生向け単語帳を書
き取り、大学生が使う単語帳のような難しいものにも興味を示していま
す。イーオンキッズのレッスン中には英作文もありますが、「書ける」こと
を書くのではなく、「書きたい」ことを英語で何とか書こうとする姿勢が見
えます。また、覚えた新しい単語を積極的に使おうと、わからない単語が
出てきてもすぐには辞書を引かず、自分の知っている単語でなんとか表
現しようとするようになりました。中学校の英語の授業で職業体験の感
想を英語で書く機会にも、辞書を使わずスラスラと書いていました。読
んでみるときちんとした文章で驚きました。また、ときどき弟に英語を教え
ていることもあります。
春に約2週間、カナダへホームステイに行く予定です。英語を話すこ

とで、国外の様々な意見や文化に触れる経験をたくさん積んでほしいと
思っています。

大橋校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：６年1ヶ月
【 2018年 】　第１回英検®２級合格
　　　　　　TOEIC Bridge®IPテスト 140点
【 2017年 】　TOEIC Bridge®IPテスト 110点
【 2016年 】　第２回英検®準２級合格

河原田 曉 くん（中学校２年生）
かわ  はら  だ とき

イーオンでの英会話学習を続けて良かったことは色々あります。まず、
短期留学に行った際にたくさんコミュニケーションが取れたことです。反
対に留学生のホームステイを受け入れた時にも英語で会話を楽しむこ
とができました。イーオンのレッスンでは私が質問したことに対して、わか
るまで丁寧に教えてもらえるので、しっかりと理解できて記憶に残りやす
いです。
イーオンの先生は課題の量についても相談にのってくれ、そのおか
げで生活環境が変化しても継続できたのだと思います。
今後はまず英検の準1級取得を目指します。また、海外で暮らせるレ

ベルの英語を身に付けたいと思っています。
私は高校生になって改めて、イーオンに通っていて良かったと実感しま

した。イーオンの良さは楽しんで英語を学べるところ。小さな積み重ねで
将来の選択の幅が大きく広がると思います。皆さんも頑張ってください！

イーオンキッズ甲府校→
イーオン甲府校（山梨県）
通学歴：７年２ヶ月

【 2017年 】　
第２回英検®２級合格

私は小学校高学年からイーオンに通い始めましたが、中学校の英語
の勉強で困ったことは一度もありません。これから大学入試に向けた勉
強が本格的に始まりますが、英語を一番の武器として入試対策ができ
そうです。
中学校の英語の授業は「これ、イーオンでやったな」と思うことがほと

んどで、授業が復習の時間になっていました。高校でも英語の勉強で
の苦労はあまりありません。テスト勉強では英語は授業内でほぼ理解、
定着できるので、苦手科目に勉強時間を割くことができています。イー
オンでは勉強の「方法」も教えてくれるので、生活環境の変化にも対応
できています。将来は通訳や日本語学校の先生など、海外の人たちと
実際に会話をする仕事につきたいです。また、英語が公用語の国に留
学もしてみたいです。
子どもの時からイーオンで英語に触れている皆さんは、学校の授業で

しか英語に触れていない人たちよりも絶対に英語力がついています。
これから英語を学んでいくうえで大変に思うことがあるかもしれません
が、自信を持って頑張ってください。

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。

小泉 葉音 様（高校1年生）
こい ずみ は　のん

藤巻 ひとは 様（高校２年
生）ふじ まき
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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

大泉学園校 Ｃ.Ｍ 中学３年生
仙台ロフト校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
横浜元町校 Ｒ.Ｎ 中学３年生
秋田アルス校 Ｃ.Ｔ 高校１年生
アスト津校 Ｃ.Ｙ 高校１年生
大森校 Ｋ.Ｓ 高校１年生
桑名校 Ｎ.Ｋ 高校１年生
札幌本校 Ｍ.Ｙ 高校１年生
豊中校 Ｓ.Ｔ 高校１年生
府中くるる校 Ｓ.Ｎ 高校１年生
生駒校 Ｎ.Ｏ 高校２年生
泉佐野校 Ｙ.Ｏ 高校２年生
宇都宮校 Ｋ.Ｓ 高校２年生
金沢校 Ｓ.Ｆ 高校２年生
熊本校 Ａ.Ｓ 高校２年生
高蔵寺校 Ｙ.Ｈ 高校２年生

下関ゆめシティ校 Ｋ.Ｙ 高校２年生
千里中央校 Ｓ.Ｕ 高校２年生
つくば桜校 Ａ.Ｔ 高校２年生
土浦校 Ｙ.Ｋ 高校２年生
二日市校 Ｍ.Ｔ 高校２年生
松戸校 Ｍ.Ｄ 高校２年生
池田校 Ｓ.Ｔ 高校３年生
新宿南口校 Ｒ.Ｍ 高校３年生
半田校 Ｍ.Ｉ 高校３年生
東戸塚校 Ｔ.Ｕ 高校３年生
光が丘校 Ｍ.Ｔ 高校３年生
広島Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｈ.Ｉ 高校３年生
フィール旭川校 Ｎ.Ｆ 高校３年生
緑井スカイステージ校 Ｓ.Ｎ 高校３年生
四日市校 Ｓ.Ｎ 高校３年生

藤枝校 Ａ.Ｔ 小学５年生
日吉東急アベニュー校 Ｈ.Ｈ 小学６年生
横浜元町校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
熊谷アズ校 Ｓ.Ｏ 中学１年生
グランデュオ蒲田校 Ｙ.Ａ 中学１年生
茨木校 Ｋ.Ｉ 中学２年生
宇部校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
エスパル山形校 Ｓ.Ｓ 中学２年生
エルミこうのす校 Ｋ.Ａ 中学２年生
柏マルイ校 Ｒ.Ｎ 中学２年生
小山校 Ｙ.Ｍ 中学２年生
渋谷駅前本校 Ｋ.Ｔ 中学２年生
鶴見校 Ｙ.Ｗ 中学２年生
那覇国際通り校 Ａ.Ｋ 中学２年生
半田校 Ｈ.Ｍ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｒ.Ｒ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｔ.Ｎ 中学２年生
三原校 Ｓ.Ｎ 中学２年生
宮崎カリーノ校 Ｈ.Ｙ 中学２年生
武蔵小杉校 Ｋ.Ｔ 中学２年生
青葉台東急スクエア校 Ｔ.Ｔ 中学３年生
秋田アルス校 Ｓ.Ｓ 中学３年生
アスト津校 Ｋ.Ｋ 中学３年生
アリオ仙台泉校 Ｈ.Ｅ 中学３年生
安城校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
池袋本校 Ｈ.Ｋ 中学３年生
出雲校 Ｔ.Ｓ 中学３年生
出雲校 Ｓ.Ｍ 中学３年生

犬山校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
宇部校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
大府校 Ｒ.Ｔ 中学３年生
大府校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
岡山表町校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
岡山表町校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
加古川校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
柏マルイ校 Ｔ.Ｙ 中学３年生
勝川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
金沢校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
かにえ校 Ｔ.Ｙ 中学３年生
上大岡校 Ｅ.Ｓ 中学３年生
熊本校 Ｙ.Ｕ 中学３年生
桑名校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
小松駅前校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
札幌駅北口校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
下関ゆめシティ校 Ｎ.Ｏ 中学３年生
下関ゆめシティ校 Ａ.Ｎ 中学３年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｓ.Ｇ 中学３年生
鈴鹿校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
高松校 Ｎ.Ｏ 中学３年生
高松校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
千種校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
鳴海校 Ｔ.Ｉ 中学３年生
練馬校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
半田校 Ｈ.Ｈ 中学３年生
半田校 Ｈ.Ｍ 中学３年生
東戸塚校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
東広島校 Ｍ.Ｗ 中学３年生

二日市校 Ｆ.Ｋ 中学３年生
プライムツリー赤池校 Ｅ.Ｍ 中学３年生
プライムツリー赤池校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
町田東急ツインズ校 Ｍ.Ｕ 中学３年生
松阪校 Ｙ.Ｙ 中学３年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｓ.Ｏ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
三原校 Ｍ.Ｏ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｈ 中学３年生

宮崎カリーノ校 Ａ.Ｔ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
武蔵小杉校 Ａ.Ｉ 中学３年生
本八幡校 Ｔ.Ｈ 中学３年生
守口校 Ａ.Ａ 中学３年生
山口校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
横浜本校 Ｙ.Ｍ 中学３年生
和光市駅前校 Ｈ.Ｔ 中学３年生

広島Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｎ.Ｃ 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 3人
2人 1人
16人 5人 3人 1人
43人 19人 15人 2人 2人
135人 62人 18人 2人 1人
151人 125人 42人 14人 5人
149人 190人 106人 34人 7人 1人
105人 183人 196人 55人 8人 2人
70人 157人 154人 78人 18人 1人
11人 80人 223人 174人 65人 8人

7人 103人 229人 171人 11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% 100.0%
93.8% 80.0% 33.3% 100.0%
86.0% 63.2% 40.0% 50.0% 0.0%
82.2% 62.9% 27.8% 0.0% 0.0%
89.4% 65.6% 38.0% 42.9% 0.0%
91.9% 66.3% 49.0% 38.2% 14.3% 0.0%
95.2% 65.6% 49.0% 60.0% 25.0% 0.0%
95.7% 79.6% 53.2% 43.6% 11.1% 0.0%
100.0% 85.0% 71.7% 56.3% 24.6% 0.0%

100.0% 65.0% 59.0% 32.7% 0.9%

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

1人 3人
2人 1人
15人 4人 1人 1人
37人 12人 6人 1人
111人 39人 5人
135人 82人 16人 6人
137人 126人 52人 13人 1人
100人 120人 96人 33人 2人
67人 125人 82人 34人 2人
11人 68人 160人 98人 16人

7人 67人 135人 56人 3人 1人

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級 1級

683人 832人 860人 589人 277人 23人 1人 3,265人
739人 793人 687人 389人 155人 10人 2,773人
616人 587人 485人 321人 77人 3人 1人 2,090人

５級 ４級 ３級 準２級 ２級 準１級 1級 合計

90.2% 70.6% 56.4% 54.5% 27.8% 13.0% 100.0% 64.0%

5歳 5歳 小学1年生 小学1年生 小学5年生 中学3年生 中学3年生

多治見校
新さっぽろ
サンピアザ校
会津若松校
四谷校

犬山校 多治見校 藤枝校
横浜元町校
仙台ロフト校
大泉学園校

広島T-SITE校

受験者数
（参考値）前回受験者数

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

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3,265人のイーオンキッズ生が英検を受験し、うち2,090人が見事に合格しました。合格率は64.0％と高い水準を保っています。
今回は3級から2級までの受験者が前回に比べて大幅に増えました。多くのキッズが高いレベルでの受験に挑戦しています。５級と４級の最年少合格者は５歳、さらに準１級では
中学３年生が３名合格しています。さらに今回は、中学３年生で１級に合格した生徒様もいました。資格試験受験に早すぎるということはありません。興味があるお子様は、担任
教師と相談し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。

英検®合格率調査報告 今回の調査は、英検2018年度第2回が対象となります。
※1次試験日：2018年10月7日／ 2次試験日：11月4日、11月11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2018年度第2回、TOEIC L&Rテスト2018年7月～ 12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.
TOEIC BRIDGE is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

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

全年齢1級

4

多治見校 Ｓ.Ｉ 小学１年生
八王子校 Ｍ.Ｓ 小学２年生
新瑞校 Ｎ.Ｕ 小学４年生
札幌大通校 Ａ.Ｈ 小学４年生
高松校 Ｓ.Ｈ 小学４年生
平塚校 Ａ.Ｍ 小学４年生
横浜本校 Ｍ.Ｓ 小学４年生
和歌山ガーデンパーク校 Ｓ.Ｏ 小学４年生
泉佐野校 Ｔ.Ｏ 小学５年生
出雲校 Ｙ.Ｆ 小学５年生
上田校 Ｔ.Ｓ 小学５年生
上野校 Ｊ.Ｗ 小学５年生
エルミこうのす校 Ｎ.Ｙ 小学５年生
大橋校 Ｋ.Ｋ 小学５年生
多治見校 Ｍ.Ｉ 小学５年生
垂水ウエステ校 Ｍ.Ｉ 小学５年生
塚口校 Ｍ.Ｙ 小学５年生
鳴海校 Ｈ.Ｓ 小学５年生
西宮北口校 Ｙ.Ｈ 小学５年生
二日市校 Ｙ.Ｙ 小学５年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｙ 小学５年生
青森ラビナ校 Ｅ.Ｔ 小学６年生
瀬田校 Ａ.Ｔ 小学６年生
赤羽校 Ｈ.Ｙ 小学６年生
上尾校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
上尾校 Ｒ.Ｙ 小学６年生
アスト津校 Ｋ.Ｍ 小学６年生

アリオ仙台泉校 Ｋ.Ｓ 小学６年生
市原五井校 Ｒ.Ｓ 小学６年生
岩国校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
岩倉校 Ｏ.Ｋ 小学６年生
上田校 Ｈ.Ｋ 小学６年生
上野校 Ｋ.Ｊ 小学６年生
エキシティ広島校 Ｅ.Ｓ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
大泉学園校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
大橋校 Ｃ.Ｍ 小学６年生
大府校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
北大路校 Ｓ.Ｗ 小学６年生
北越谷校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
岐阜校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
黒川校 Ｙ.Ｙ 小学６年生
桑名校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
小倉校 Ｈ.Ｉ 小学６年生
下北沢校 Ｍ.Ｕ 小学６年生
多摩センター校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
練馬校 Ｊ.Ｍ 小学６年生
日吉東急アベニュー校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｎ.Ｔ 小学６年生
フィール旭川校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
松阪校 Ａ.Ｈ 小学６年生
武蔵小杉校 Ｎ.Ｓ 小学６年生
横浜本校 Ａ.Ｔ 小学６年生
横浜本校 Ｍ.Ｔ 小学６年生

犬山校 Ｙ.Ｇ 小学１年生
会津若松校 Ｙ.Ｔ 小学２年生
小山校 Ｎ.Ｓ 小学２年生
札幌駅北口校 Ｍ.Ｔ 小学２年生
塚口校 Ｙ.Ｙ 小学２年生
横浜本校 Ｍ.Ｎ 小学２年生
光が丘校 Ｅ.Ｋ 小学２年生
川崎駅前校 Ｙ.Ｋ 小学３年生
小牧校 Ｈ.Ｍ 小学３年生
津田沼パルコ校 Ｈ.Ｈ 小学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｍ.Ｈ 小学３年生
目白校 Ｔ.Ｋ 小学３年生
池田校 Ｍ.Ｍ 小学４年生
宇部校 Ｈ.Ｆ 小学４年生
大橋校 Ｋ.Ｈ 小学４年生
金山校 Ｓ.Ｙ 小学４年生
小山校 Ａ.Ｈ 小学４年生
佐賀校 Ｋ.Ｙ 小学４年生
渋谷駅前本校 Ｍ.Ｔ 小学４年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｓ.Ｏ 小学４年生
千里中央校 Ｍ.Ｉ 小学４年生
垂水ウエステ校 Ｙ.Ｋ 小学４年生
鶴見校 Ｔ.Ｉ 小学４年生
名古屋本校 Ａ.Ｓ 小学４年生
半田校 Ｋ.Ｔ 小学４年生
東広島校 Ｊ.Ｃ 小学４年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｙ.Ｙ 小学４年生
瀬田校 Ｋ.Ｔ 小学４年生
青葉台東急スクエア校 Ｒ.Ｋ 小学５年生
青葉台東急スクエア校 Ｎ.Ｙ 小学５年生
赤羽校 Ｓ.Ｔ 小学５年生
上尾校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
アリオ仙台泉校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
アルカキット錦糸町校 Ｓ.Ｏ 小学５年生
池田校 Ｅ.Ｈ 小学５年生
出雲校 Ｓ.Ｋ 小学５年生
茨木校 Ｈ.Ｎ 小学５年生
上野校 Ｈ.Ｏ 小学５年生
宇部校 Ｒ.Ｅ 小学５年生
宇部校 Ｍ.Ｔ 小学５年生
エルミこうのす校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
エルミこうのす校 Ｋ.Ｙ 小学５年生
大泉学園校 Ａ.Ｙ 小学５年生
大橋校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
掛川校 Ｔ.Ｎ 小学５年生
勝川校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
上大岡校 Ｍ.Ｓ 小学５年生
グランデュオ蒲田校 Ｎ.Ｍ 小学５年生
高蔵寺校 Ｃ.Ｙ 小学５年生
甲府校 Ｔ.Ｆ 小学５年生
甲府校 Ｓ.Ｏ 小学５年生
国分寺校 Ｋ.Ｔ 小学５年生
志木校 Ｈ.Ｋ 小学５年生
渋谷駅前本校 Ｈ.Ｏ 小学５年生
新横浜校 Ｍ.Ｎ 小学５年生
千里中央校 Ｈ.Ｆ 小学５年生
高田馬場校 Ｒ.Ｉ 小学５年生
垂水ウエステ校 Ｍ.Ｉ 小学５年生
調布校 Ｍ.Ｍ 小学５年生
つくば桜校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
中村公園校 Ｓ.Ｇ 小学５年生
鳴海校 Ｒ.Ｋ 小学５年生
鳴海校 Ｎ.Ｍ 小学５年生
西宮北口校 Ａ.Ｋ 小学５年生
西宮北口校 Ｙ.Ｍ 小学５年生
日吉東急アベニュー校 Ｋ.Ｎ 小学５年生
平塚校 Ｙ.Ｏ 小学５年生
藤沢ＯＰＡ校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
星ケ丘校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
宮崎カリーノ校 Ｍ.Ｅ 小学５年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｏ 小学５年生
名谷パティオ校 Ｒ.Ｔ 小学５年生
姪浜校 Ｍ.Ｍ 小学５年生
本八幡校 Ｎ.Ｈ 小学５年生
本八幡校 Ｔ.Ａ 小学５年生
本八幡校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
横浜元町校 Ｎ.Ｉ 小学５年生
ラブラ2新潟本校 Ｈ.Ｍ 小学５年生
和歌山ガーデンパーク校 Ｔ.Ｉ 小学５年生
和光市駅前校 Ｋ.Ｔ 小学５年生
青葉台東急スクエア校 Ｒ.Ｏ 小学６年生
青森ラビナ校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
赤羽校 Ｓ.Ｓ 小学６年生
上尾校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
上尾校 Ｋ.Ｆ 小学６年生
上尾校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
我孫子校 Ｍ.Ｓ 小学６年生
新瑞校 Ａ.Ｏ 小学６年生

アリオ仙台泉校 Ｒ.Ｙ 小学６年生
アリオ仙台泉校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
アルカキット錦糸町校 Ｙ.Ｉ 小学６年生
安城校 Ｋ.Ｎ 小学６年生
出雲校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
市川校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
茨木校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
岩国校 Ｒ.Ｙ 小学６年生
岩倉校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
岩倉校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
上田校 Ｓ.Ｙ 小学６年生
宇部校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
浦安校 Ｓ.Ｇ 小学６年生
浦安校 Ｓ.Ｉ 小学６年生
大分校 Ｎ.Ｆ 小学６年生
大分校 Ｎ.Ａ 小学６年生
大府校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
大森校 Ｍ.Ａ 小学６年生
大森校 Ａ.Ｋ 小学６年生
大森校 Ｈ.Ｙ 小学６年生
岡崎南校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
小田原駅前校 Ｆ.Ｍ 小学６年生
掛川校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
春日部校 Ａ.Ｎ 小学６年生
金山校 Ｙ.Ｏ 小学６年生
かにえ校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
刈谷校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
川崎駅前校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
北千住校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
北習志野校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
吉祥寺校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
近鉄奈良校 Ｈ.Ｔ 小学６年生
黒川校 Ｒ.Ｓ 小学６年生
黒川校 Ｔ.Ｏ 小学６年生
小倉校 Ａ.Ｓ 小学６年生
小松駅前校 Ｅ.Ｋ 小学６年生
佐賀校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
札幌駅北口校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
札幌駅北口校 Ｙ.Ｆ 小学６年生
志木校 Ａ.Ｉ 小学６年生
志木校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
清水校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｒ.Ｓ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｒ.Ｏ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｒ.Ｏ 小学６年生
諏訪ＳＰ校 Ｙ.Ｈ 小学６年生
西神中央校 Ｎ.Ｏ 小学６年生
仙台一番町校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
高崎モントレー校 Ｔ.Ｋ 小学６年生
高松校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
多摩センター校 Ｓ.Ａ 小学６年生
多摩センター校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
調布校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
調布校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
つくば桜校 Ｎ.Ｈ 小学６年生
天王寺校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
豊田校 Ｈ.Ｔ 小学６年生
豊中校 Ｓ.Ｉ 小学６年生
長崎校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
長崎校 Ｙ.Ｙ 小学６年生
中村公園校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
半田校 Ｍ.Ｉ 小学６年生
半田校 Ｋ.Ｉ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
東広島校 Ｍ.Ｎ 小学６年生
光が丘校 Ｋ.Ｙ 小学６年生
日吉東急アベニュー校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
平塚校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
藤枝校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
藤沢ＯＰＡ校 Ｍ.Ｗ 小学６年生
二日市校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
プライムツリー赤池校 Ｋ.Ｉ 小学６年生
前橋校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
松戸校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
松戸校 Ｓ.Ｓ 小学６年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｙ.Ｗ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｏ.Ｈ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｉ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｔ.Ｋ 小学６年生
姪浜校 Ｈ.Ｋ 小学６年生
横浜元町校 Ｒ.Ｎ 小学６年生
和光市駅前校 Ｙ.Ｙ 小学６年生
蕨校 Ｋ.Ｔ 小学６年生

藤枝校 Ａ.Ｔ 小学５年生
日吉東急アベニュー校 Ｈ.Ｈ 小学６年生
横浜元町校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
熊谷アズ校 Ｓ.Ｏ 中学１年生
グランデュオ蒲田校 Ｙ.Ａ 中学１年生
茨木校 Ｋ.Ｉ 中学２年生
宇部校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
エスパル山形校 Ｓ.Ｓ 中学２年生
エルミこうのす校 Ｋ.Ａ 中学２年生
柏マルイ校 Ｒ.Ｎ 中学２年生
小山校 Ｙ.Ｍ 中学２年生
渋谷駅前本校 Ｋ.Ｔ 中学２年生
鶴見校 Ｙ.Ｗ 中学２年生
那覇国際通り校 Ａ.Ｋ 中学２年生
半田校 Ｈ.Ｍ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｒ.Ｒ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｔ.Ｎ 中学２年生
三原校 Ｓ.Ｎ 中学２年生
宮崎カリーノ校 Ｈ.Ｙ 中学２年生
武蔵小杉校 Ｋ.Ｔ 中学２年生
青葉台東急スクエア校 Ｔ.Ｔ 中学３年生
秋田アルス校 Ｓ.Ｓ 中学３年生
アスト津校 Ｋ.Ｋ 中学３年生
アリオ仙台泉校 Ｈ.Ｅ 中学３年生
安城校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
池袋本校 Ｈ.Ｋ 中学３年生
出雲校 Ｔ.Ｓ 中学３年生
出雲校 Ｓ.Ｍ 中学３年生

犬山校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
宇部校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
大府校 Ｒ.Ｔ 中学３年生
大府校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
岡山表町校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
岡山表町校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
加古川校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
柏マルイ校 Ｔ.Ｙ 中学３年生
勝川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
金沢校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
かにえ校 Ｔ.Ｙ 中学３年生
上大岡校 Ｅ.Ｓ 中学３年生
熊本校 Ｙ.Ｕ 中学３年生
桑名校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
小松駅前校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
札幌駅北口校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
下関ゆめシティ校 Ｎ.Ｏ 中学３年生
下関ゆめシティ校 Ａ.Ｎ 中学３年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｓ.Ｇ 中学３年生
鈴鹿校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
高松校 Ｎ.Ｏ 中学３年生
高松校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
千種校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
鳴海校 Ｔ.Ｉ 中学３年生
練馬校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
半田校 Ｈ.Ｈ 中学３年生
半田校 Ｈ.Ｍ 中学３年生
東戸塚校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
東広島校 Ｍ.Ｗ 中学３年生

二日市校 Ｆ.Ｋ 中学３年生
プライムツリー赤池校 Ｅ.Ｍ 中学３年生
プライムツリー赤池校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
町田東急ツインズ校 Ｍ.Ｕ 中学３年生
松阪校 Ｙ.Ｙ 中学３年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｓ.Ｏ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
三原校 Ｍ.Ｏ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｈ 中学３年生

宮崎カリーノ校 Ａ.Ｔ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
武蔵小杉校 Ａ.Ｉ 中学３年生
本八幡校 Ｔ.Ｈ 中学３年生
守口校 Ａ.Ａ 中学３年生
山口校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
横浜本校 Ｙ.Ｍ 中学３年生
和光市駅前校 Ｈ.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

870点 鹿児島天文館校 Ｍ.Ｉ 高校２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

大泉学園校 Ｃ.Ｍ 中学３年生
仙台ロフト校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
横浜元町校 Ｒ.Ｎ 中学３年生
秋田アルス校 Ｃ.Ｔ 高校１年生
アスト津校 Ｃ.Ｙ 高校１年生
大森校 Ｋ.Ｓ 高校１年生
桑名校 Ｎ.Ｋ 高校１年生
札幌本校 Ｍ.Ｙ 高校１年生
豊中校 Ｓ.Ｔ 高校１年生
府中くるる校 Ｓ.Ｎ 高校１年生
生駒校 Ｎ.Ｏ 高校２年生
泉佐野校 Ｙ.Ｏ 高校２年生
宇都宮校 Ｋ.Ｓ 高校２年生
金沢校 Ｓ.Ｆ 高校２年生
熊本校 Ａ.Ｓ 高校２年生
高蔵寺校 Ｙ.Ｈ 高校２年生

下関ゆめシティ校 Ｋ.Ｙ 高校２年生
千里中央校 Ｓ.Ｕ 高校２年生
つくば桜校 Ａ.Ｔ 高校２年生
土浦校 Ｙ.Ｋ 高校２年生
二日市校 Ｍ.Ｔ 高校２年生
松戸校 Ｍ.Ｄ 高校２年生
池田校 Ｓ.Ｔ 高校３年生
新宿南口校 Ｒ.Ｍ 高校３年生
半田校 Ｍ.Ｉ 高校３年生
東戸塚校 Ｔ.Ｕ 高校３年生
光が丘校 Ｍ.Ｔ 高校３年生
広島Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｈ.Ｉ 高校３年生
フィール旭川校 Ｎ.Ｆ 高校３年生
緑井スカイステージ校 Ｓ.Ｎ 高校３年生
四日市校 Ｓ.Ｎ 高校３年生

藤枝校 Ａ.Ｔ 小学５年生
日吉東急アベニュー校 Ｈ.Ｈ 小学６年生
横浜元町校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
熊谷アズ校 Ｓ.Ｏ 中学１年生
グランデュオ蒲田校 Ｙ.Ａ 中学１年生
茨木校 Ｋ.Ｉ 中学２年生
宇部校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
エスパル山形校 Ｓ.Ｓ 中学２年生
エルミこうのす校 Ｋ.Ａ 中学２年生
柏マルイ校 Ｒ.Ｎ 中学２年生
小山校 Ｙ.Ｍ 中学２年生
渋谷駅前本校 Ｋ.Ｔ 中学２年生
鶴見校 Ｙ.Ｗ 中学２年生
那覇国際通り校 Ａ.Ｋ 中学２年生
半田校 Ｈ.Ｍ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｒ.Ｒ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｔ.Ｎ 中学２年生
三原校 Ｓ.Ｎ 中学２年生
宮崎カリーノ校 Ｈ.Ｙ 中学２年生
武蔵小杉校 Ｋ.Ｔ 中学２年生
青葉台東急スクエア校 Ｔ.Ｔ 中学３年生
秋田アルス校 Ｓ.Ｓ 中学３年生
アスト津校 Ｋ.Ｋ 中学３年生
アリオ仙台泉校 Ｈ.Ｅ 中学３年生
安城校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
池袋本校 Ｈ.Ｋ 中学３年生
出雲校 Ｔ.Ｓ 中学３年生
出雲校 Ｓ.Ｍ 中学３年生

犬山校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
宇部校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
大府校 Ｒ.Ｔ 中学３年生
大府校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
岡山表町校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
岡山表町校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
加古川校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
柏マルイ校 Ｔ.Ｙ 中学３年生
勝川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
金沢校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
かにえ校 Ｔ.Ｙ 中学３年生
上大岡校 Ｅ.Ｓ 中学３年生
熊本校 Ｙ.Ｕ 中学３年生
桑名校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
小松駅前校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
札幌駅北口校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
下関ゆめシティ校 Ｎ.Ｏ 中学３年生
下関ゆめシティ校 Ａ.Ｎ 中学３年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｓ.Ｇ 中学３年生
鈴鹿校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
高松校 Ｎ.Ｏ 中学３年生
高松校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
千種校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
鳴海校 Ｔ.Ｉ 中学３年生
練馬校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
半田校 Ｈ.Ｈ 中学３年生
半田校 Ｈ.Ｍ 中学３年生
東戸塚校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
東広島校 Ｍ.Ｗ 中学３年生

二日市校 Ｆ.Ｋ 中学３年生
プライムツリー赤池校 Ｅ.Ｍ 中学３年生
プライムツリー赤池校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
町田東急ツインズ校 Ｍ.Ｕ 中学３年生
松阪校 Ｙ.Ｙ 中学３年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｓ.Ｏ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
三原校 Ｍ.Ｏ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｈ 中学３年生

宮崎カリーノ校 Ａ.Ｔ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
武蔵小杉校 Ａ.Ｉ 中学３年生
本八幡校 Ｔ.Ｈ 中学３年生
守口校 Ａ.Ａ 中学３年生
山口校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
横浜本校 Ｙ.Ｍ 中学３年生
和光市駅前校 Ｈ.Ｔ 中学３年生

広島Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｎ.Ｃ 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 3人
2人 1人
16人 5人 3人 1人
43人 19人 15人 2人 2人
135人 62人 18人 2人 1人
151人 125人 42人 14人 5人
149人 190人 106人 34人 7人 1人
105人 183人 196人 55人 8人 2人
70人 157人 154人 78人 18人 1人
11人 80人 223人 174人 65人 8人

7人 103人 229人 171人 11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% 100.0%
93.8% 80.0% 33.3% 100.0%
86.0% 63.2% 40.0% 50.0% 0.0%
82.2% 62.9% 27.8% 0.0% 0.0%
89.4% 65.6% 38.0% 42.9% 0.0%
91.9% 66.3% 49.0% 38.2% 14.3% 0.0%
95.2% 65.6% 49.0% 60.0% 25.0% 0.0%
95.7% 79.6% 53.2% 43.6% 11.1% 0.0%
100.0% 85.0% 71.7% 56.3% 24.6% 0.0%

100.0% 65.0% 59.0% 32.7% 0.9%

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

1人 3人
2人 1人
15人 4人 1人 1人
37人 12人 6人 1人
111人 39人 5人
135人 82人 16人 6人
137人 126人 52人 13人 1人
100人 120人 96人 33人 2人
67人 125人 82人 34人 2人
11人 68人 160人 98人 16人

7人 67人 135人 56人 3人 1人

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級 1級

683人 832人 860人 589人 277人 23人 1人 3,265人
739人 793人 687人 389人 155人 10人 2,773人
616人 587人 485人 321人 77人 3人 1人 2,090人

５級 ４級 ３級 準２級 ２級 準１級 1級 合計

90.2% 70.6% 56.4% 54.5% 27.8% 13.0% 100.0% 64.0%

5歳 5歳 小学1年生 小学1年生 小学5年生 中学3年生 中学3年生

多治見校
新さっぽろ
サンピアザ校
会津若松校
四谷校

犬山校 多治見校 藤枝校
横浜元町校
仙台ロフト校
大泉学園校

広島T-SITE校

受験者数
（参考値）前回受験者数

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

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3,265人のイーオンキッズ生が英検を受験し、うち2,090人が見事に合格しました。合格率は64.0％と高い水準を保っています。
今回は3級から2級までの受験者が前回に比べて大幅に増えました。多くのキッズが高いレベルでの受験に挑戦しています。５級と４級の最年少合格者は５歳、さらに準１級では
中学３年生が３名合格しています。さらに今回は、中学３年生で１級に合格した生徒様もいました。資格試験受験に早すぎるということはありません。興味があるお子様は、担任
教師と相談し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。

英検®合格率調査報告 今回の調査は、英検2018年度第2回が対象となります。
※1次試験日：2018年10月7日／ 2次試験日：11月4日、11月11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2018年度第2回、TOEIC L&Rテスト2018年7月～ 12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.
TOEIC BRIDGE is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

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

全年齢1級

4

多治見校 Ｓ.Ｉ 小学１年生
八王子校 Ｍ.Ｓ 小学２年生
新瑞校 Ｎ.Ｕ 小学４年生
札幌大通校 Ａ.Ｈ 小学４年生
高松校 Ｓ.Ｈ 小学４年生
平塚校 Ａ.Ｍ 小学４年生
横浜本校 Ｍ.Ｓ 小学４年生
和歌山ガーデンパーク校 Ｓ.Ｏ 小学４年生
泉佐野校 Ｔ.Ｏ 小学５年生
出雲校 Ｙ.Ｆ 小学５年生
上田校 Ｔ.Ｓ 小学５年生
上野校 Ｊ.Ｗ 小学５年生
エルミこうのす校 Ｎ.Ｙ 小学５年生
大橋校 Ｋ.Ｋ 小学５年生
多治見校 Ｍ.Ｉ 小学５年生
垂水ウエステ校 Ｍ.Ｉ 小学５年生
塚口校 Ｍ.Ｙ 小学５年生
鳴海校 Ｈ.Ｓ 小学５年生
西宮北口校 Ｙ.Ｈ 小学５年生
二日市校 Ｙ.Ｙ 小学５年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｙ 小学５年生
青森ラビナ校 Ｅ.Ｔ 小学６年生
瀬田校 Ａ.Ｔ 小学６年生
赤羽校 Ｈ.Ｙ 小学６年生
上尾校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
上尾校 Ｒ.Ｙ 小学６年生
アスト津校 Ｋ.Ｍ 小学６年生

アリオ仙台泉校 Ｋ.Ｓ 小学６年生
市原五井校 Ｒ.Ｓ 小学６年生
岩国校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
岩倉校 Ｏ.Ｋ 小学６年生
上田校 Ｈ.Ｋ 小学６年生
上野校 Ｋ.Ｊ 小学６年生
エキシティ広島校 Ｅ.Ｓ 小学６年生
エルミこうのす校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
大泉学園校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
大橋校 Ｃ.Ｍ 小学６年生
大府校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
北大路校 Ｓ.Ｗ 小学６年生
北越谷校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
岐阜校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
黒川校 Ｙ.Ｙ 小学６年生
桑名校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
小倉校 Ｈ.Ｉ 小学６年生
下北沢校 Ｍ.Ｕ 小学６年生
多摩センター校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
練馬校 Ｊ.Ｍ 小学６年生
日吉東急アベニュー校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｎ.Ｔ 小学６年生
フィール旭川校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
松阪校 Ａ.Ｈ 小学６年生
武蔵小杉校 Ｎ.Ｓ 小学６年生
横浜本校 Ａ.Ｔ 小学６年生
横浜本校 Ｍ.Ｔ 小学６年生

犬山校 Ｙ.Ｇ 小学１年生
会津若松校 Ｙ.Ｔ 小学２年生
小山校 Ｎ.Ｓ 小学２年生
札幌駅北口校 Ｍ.Ｔ 小学２年生
塚口校 Ｙ.Ｙ 小学２年生
横浜本校 Ｍ.Ｎ 小学２年生
光が丘校 Ｅ.Ｋ 小学２年生
川崎駅前校 Ｙ.Ｋ 小学３年生
小牧校 Ｈ.Ｍ 小学３年生
津田沼パルコ校 Ｈ.Ｈ 小学３年生
船橋ＦＡＣＥ校 Ｍ.Ｈ 小学３年生
目白校 Ｔ.Ｋ 小学３年生
池田校 Ｍ.Ｍ 小学４年生
宇部校 Ｈ.Ｆ 小学４年生
大橋校 Ｋ.Ｈ 小学４年生
金山校 Ｓ.Ｙ 小学４年生
小山校 Ａ.Ｈ 小学４年生
佐賀校 Ｋ.Ｙ 小学４年生
渋谷駅前本校 Ｍ.Ｔ 小学４年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｓ.Ｏ 小学４年生
千里中央校 Ｍ.Ｉ 小学４年生
垂水ウエステ校 Ｙ.Ｋ 小学４年生
鶴見校 Ｔ.Ｉ 小学４年生
名古屋本校 Ａ.Ｓ 小学４年生
半田校 Ｋ.Ｔ 小学４年生
東広島校 Ｊ.Ｃ 小学４年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｙ.Ｙ 小学４年生
瀬田校 Ｋ.Ｔ 小学４年生
青葉台東急スクエア校 Ｒ.Ｋ 小学５年生
青葉台東急スクエア校 Ｎ.Ｙ 小学５年生
赤羽校 Ｓ.Ｔ 小学５年生
上尾校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
アリオ仙台泉校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
アルカキット錦糸町校 Ｓ.Ｏ 小学５年生
池田校 Ｅ.Ｈ 小学５年生
出雲校 Ｓ.Ｋ 小学５年生
茨木校 Ｈ.Ｎ 小学５年生
上野校 Ｈ.Ｏ 小学５年生
宇部校 Ｒ.Ｅ 小学５年生
宇部校 Ｍ.Ｔ 小学５年生
エルミこうのす校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
エルミこうのす校 Ｋ.Ｙ 小学５年生
大泉学園校 Ａ.Ｙ 小学５年生
大橋校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
掛川校 Ｔ.Ｎ 小学５年生
勝川校 Ｙ.Ｋ 小学５年生
上大岡校 Ｍ.Ｓ 小学５年生
グランデュオ蒲田校 Ｎ.Ｍ 小学５年生
高蔵寺校 Ｃ.Ｙ 小学５年生
甲府校 Ｔ.Ｆ 小学５年生
甲府校 Ｓ.Ｏ 小学５年生
国分寺校 Ｋ.Ｔ 小学５年生
志木校 Ｈ.Ｋ 小学５年生
渋谷駅前本校 Ｈ.Ｏ 小学５年生
新横浜校 Ｍ.Ｎ 小学５年生
千里中央校 Ｈ.Ｆ 小学５年生
高田馬場校 Ｒ.Ｉ 小学５年生
垂水ウエステ校 Ｍ.Ｉ 小学５年生
調布校 Ｍ.Ｍ 小学５年生
つくば桜校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
中村公園校 Ｓ.Ｇ 小学５年生
鳴海校 Ｒ.Ｋ 小学５年生
鳴海校 Ｎ.Ｍ 小学５年生
西宮北口校 Ａ.Ｋ 小学５年生
西宮北口校 Ｙ.Ｍ 小学５年生
日吉東急アベニュー校 Ｋ.Ｎ 小学５年生
平塚校 Ｙ.Ｏ 小学５年生
藤沢ＯＰＡ校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
星ケ丘校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
宮崎カリーノ校 Ｍ.Ｅ 小学５年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｏ 小学５年生
名谷パティオ校 Ｒ.Ｔ 小学５年生
姪浜校 Ｍ.Ｍ 小学５年生
本八幡校 Ｎ.Ｈ 小学５年生
本八幡校 Ｔ.Ａ 小学５年生
本八幡校 Ｋ.Ｓ 小学５年生
横浜元町校 Ｎ.Ｉ 小学５年生
ラブラ2新潟本校 Ｈ.Ｍ 小学５年生
和歌山ガーデンパーク校 Ｔ.Ｉ 小学５年生
和光市駅前校 Ｋ.Ｔ 小学５年生
青葉台東急スクエア校 Ｒ.Ｏ 小学６年生
青森ラビナ校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
赤羽校 Ｓ.Ｓ 小学６年生
上尾校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
上尾校 Ｋ.Ｆ 小学６年生
上尾校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
我孫子校 Ｍ.Ｓ 小学６年生
新瑞校 Ａ.Ｏ 小学６年生

アリオ仙台泉校 Ｒ.Ｙ 小学６年生
アリオ仙台泉校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
アルカキット錦糸町校 Ｙ.Ｉ 小学６年生
安城校 Ｋ.Ｎ 小学６年生
出雲校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
市川校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
茨木校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
岩国校 Ｒ.Ｙ 小学６年生
岩倉校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
岩倉校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
上田校 Ｓ.Ｙ 小学６年生
宇部校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
浦安校 Ｓ.Ｇ 小学６年生
浦安校 Ｓ.Ｉ 小学６年生
大分校 Ｎ.Ｆ 小学６年生
大分校 Ｎ.Ａ 小学６年生
大府校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
大森校 Ｍ.Ａ 小学６年生
大森校 Ａ.Ｋ 小学６年生
大森校 Ｈ.Ｙ 小学６年生
岡崎南校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
小田原駅前校 Ｆ.Ｍ 小学６年生
掛川校 Ｋ.Ｏ 小学６年生
春日部校 Ａ.Ｎ 小学６年生
金山校 Ｙ.Ｏ 小学６年生
かにえ校 Ｙ.Ｔ 小学６年生
刈谷校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
川崎駅前校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
北千住校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
北習志野校 Ｈ.Ｏ 小学６年生
吉祥寺校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
近鉄奈良校 Ｈ.Ｔ 小学６年生
黒川校 Ｒ.Ｓ 小学６年生
黒川校 Ｔ.Ｏ 小学６年生
小倉校 Ａ.Ｓ 小学６年生
小松駅前校 Ｅ.Ｋ 小学６年生
佐賀校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
札幌駅北口校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
札幌駅北口校 Ｙ.Ｆ 小学６年生
志木校 Ａ.Ｉ 小学６年生
志木校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
清水校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｙ.Ｋ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｒ.Ｓ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｒ.Ｏ 小学６年生
新百合丘ＯＰＡ校 Ｒ.Ｏ 小学６年生
諏訪ＳＰ校 Ｙ.Ｈ 小学６年生
西神中央校 Ｎ.Ｏ 小学６年生
仙台一番町校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
高崎モントレー校 Ｔ.Ｋ 小学６年生
高松校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
多摩センター校 Ｓ.Ａ 小学６年生
多摩センター校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
調布校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
調布校 Ｒ.Ｋ 小学６年生
つくば桜校 Ｎ.Ｈ 小学６年生
天王寺校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
豊田校 Ｈ.Ｔ 小学６年生
豊中校 Ｓ.Ｉ 小学６年生
長崎校 Ｍ.Ｏ 小学６年生
長崎校 Ｙ.Ｙ 小学６年生
中村公園校 Ｍ.Ｙ 小学６年生
半田校 Ｍ.Ｉ 小学６年生
半田校 Ｋ.Ｉ 小学６年生
東戸塚校 Ｍ.Ｈ 小学６年生
東広島校 Ｍ.Ｎ 小学６年生
光が丘校 Ｋ.Ｙ 小学６年生
日吉東急アベニュー校 Ｓ.Ｔ 小学６年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｋ.Ｋ 小学６年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｓ.Ｍ 小学６年生
平塚校 Ｓ.Ｋ 小学６年生
藤枝校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
藤沢ＯＰＡ校 Ｍ.Ｗ 小学６年生
二日市校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
プライムツリー赤池校 Ｋ.Ｉ 小学６年生
前橋校 Ｒ.Ｍ 小学６年生
松戸校 Ｋ.Ｍ 小学６年生
松戸校 Ｓ.Ｓ 小学６年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｙ.Ｗ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｏ.Ｈ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｉ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｔ.Ｋ 小学６年生
姪浜校 Ｈ.Ｋ 小学６年生
横浜元町校 Ｒ.Ｎ 小学６年生
和光市駅前校 Ｙ.Ｙ 小学６年生
蕨校 Ｋ.Ｔ 小学６年生

藤枝校 Ａ.Ｔ 小学５年生
日吉東急アベニュー校 Ｈ.Ｈ 小学６年生
横浜元町校 Ｙ.Ｍ 小学６年生
熊谷アズ校 Ｓ.Ｏ 中学１年生
グランデュオ蒲田校 Ｙ.Ａ 中学１年生
茨木校 Ｋ.Ｉ 中学２年生
宇部校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
エスパル山形校 Ｓ.Ｓ 中学２年生
エルミこうのす校 Ｋ.Ａ 中学２年生
柏マルイ校 Ｒ.Ｎ 中学２年生
小山校 Ｙ.Ｍ 中学２年生
渋谷駅前本校 Ｋ.Ｔ 中学２年生
鶴見校 Ｙ.Ｗ 中学２年生
那覇国際通り校 Ａ.Ｋ 中学２年生
半田校 Ｈ.Ｍ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｒ.Ｒ 中学２年生
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ校 Ｔ.Ｎ 中学２年生
三原校 Ｓ.Ｎ 中学２年生
宮崎カリーノ校 Ｈ.Ｙ 中学２年生
武蔵小杉校 Ｋ.Ｔ 中学２年生
青葉台東急スクエア校 Ｔ.Ｔ 中学３年生
秋田アルス校 Ｓ.Ｓ 中学３年生
アスト津校 Ｋ.Ｋ 中学３年生
アリオ仙台泉校 Ｈ.Ｅ 中学３年生
安城校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
池袋本校 Ｈ.Ｋ 中学３年生
出雲校 Ｔ.Ｓ 中学３年生
出雲校 Ｓ.Ｍ 中学３年生

犬山校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
宇部校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
大府校 Ｒ.Ｔ 中学３年生
大府校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
岡山表町校 Ｔ.Ｏ 中学３年生
岡山表町校 Ｋ.Ｍ 中学３年生
加古川校 Ｍ.Ｔ 中学３年生
柏マルイ校 Ｔ.Ｙ 中学３年生
勝川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
金沢校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
かにえ校 Ｔ.Ｙ 中学３年生
上大岡校 Ｅ.Ｓ 中学３年生
熊本校 Ｙ.Ｕ 中学３年生
桑名校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
小松駅前校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
札幌駅北口校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
下関ゆめシティ校 Ｎ.Ｏ 中学３年生
下関ゆめシティ校 Ａ.Ｎ 中学３年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｓ.Ｇ 中学３年生
鈴鹿校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
高松校 Ｎ.Ｏ 中学３年生
高松校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
千種校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
鳴海校 Ｔ.Ｉ 中学３年生
練馬校 Ｈ.Ｓ 中学３年生
半田校 Ｈ.Ｈ 中学３年生
半田校 Ｈ.Ｍ 中学３年生
東戸塚校 Ｋ.Ｎ 中学３年生
東広島校 Ｍ.Ｗ 中学３年生

二日市校 Ｆ.Ｋ 中学３年生
プライムツリー赤池校 Ｅ.Ｍ 中学３年生
プライムツリー赤池校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
町田東急ツインズ校 Ｍ.Ｕ 中学３年生
松阪校 Ｙ.Ｙ 中学３年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｓ.Ｏ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｍ.Ｎ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
三原校 Ｍ.Ｏ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｈ 中学３年生

宮崎カリーノ校 Ａ.Ｔ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
武蔵小杉校 Ａ.Ｉ 中学３年生
本八幡校 Ｔ.Ｈ 中学３年生
守口校 Ａ.Ａ 中学３年生
山口校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｙ.Ｋ 中学３年生
横浜本校 Ｙ.Ｍ 中学３年生
和光市駅前校 Ｈ.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

870点 鹿児島天文館校 Ｍ.Ｉ 高校２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 

普段は週に1回、外国人教師の会話クラスを受講しています。加えて英検受験に向けたライティングと二次

試験対策のため、プライベートレッスンを受講しました。このプライベートレッスンがとても良かったと思います。難

しく考えていたことをシンプルにわかりやすく説明してもらったり、ちょっとしたことでも褒めていただいたので子ど

もも楽しくなり、やる気が出た様子でした。

自宅では過去問を解き、間違えた箇所は何回もやり直しました。問題に取り組むことに気がのらない時は、テ

レビアニメや映画などで楽しんで英語に親しむことが良いと思い、毎日少しでも英語を聞くようにしました。

一次試験が終わった直後は会場の芝生広場を飛び回ったりして、とても嬉しそうでした。二次試験合格のとき

も、もちろん嬉しそうでしたが同時にほっとしている感じでした。自分なりにすごく頑張ったのだろうと思いました。

今後は英検準2級にも挑戦したいそうです。また、海外での英語にも触れてみたいそうです。

小学２年生で英検®３級合格！

受賞者
の声

塚口校（兵庫県）
イーオンキッズ通学歴：３年３ヶ月

2018年　第２回英検®３級合格
2017年　第３回英検®４級合格

第２回英検®５級合格

会津若松校（福島県）
イーオンキッズ通学歴：７年８ヶ月

2018年　第２回英検®３級合格
2017年　第３回英検®３級合格
2016年　第３回英検®４級合格
2015年　第３回英検®５級合格

二日市校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：７年１０ヶ月

2018年　第２回英検®準２級合格
2017年　第２回英検®３級合格
2016年　第２回英検®４級合格

小学校の宿題が多いため、自宅ではまず英語の勉強時間の確保に努めました。英検に向けて特に力を入れ
たのはライティングです。また、簡単な熟語は英語で話せるよう家族で協力したり、過去問も毎日少しでも解くよう
にしていました。
イーオンキッズではカウンセリングを受けることができるので、不安がなく信頼してお任せすることができました。
担任制のため、子どもの足りないところを明確に指摘してくださったので、勉強がとてもしやすかったです。
英検自体は「この年齢から取り組もう」と考えていたわけではなく、イーオン入学時にカウンセラーさんが目標と

目安を考えてくださったので、その通りに進めました。担任の先生やカウンセラーさんが継続して「頑張ってみよ
う！」と声掛けをしてくださったことが大きかったと思います。「早い時期から始めましょう」と言っていただいて、とて
も感謝しています。
担任の先生、イーオンが大好きなので、今後も楽しく英語を続けてほしいと思っています。

小学１年時に英検®３級合格！

イーオンキッズでは、普段は外国人教師の会話クラスと日本人教師の文法クラスを受講しています。英検受
験前には英検対策として、英検用の対策セミナーを5回、また二次対策のプライベートレッスンを1回受講させて
いただきました。
自宅ではイーオンの英検トレーニングゼミテキストと単語ドリルを中心に勉強しました。英作文には苦戦をして

いましたが、先生方が熱心に的確な指導をしてくださり、自宅でも時間をかけて勉強しました。英検トレーニングゼ
ミのテキストは市販のものよりやや難しい内容に感じましたが、それを確実にしていくことで、本番の試験が少し
楽だった気がします。先生方のサポートもしっかりしており、苦手分野をきちんと教えてもらいました。
英検は子ども本人に「受けてみたい」という気持ちがあり、チャレンジをしてみました。合格するごとにぐんと英

語力が上がっているのを実感できて自信がつき、さらに英語を好きになっているようです。
今後は英検2級、さらに準1級合格を目指していきたいと思います。将来は英語力を生かした仕事に就くのが

夢のようです。

小学５年生で英検®準２級合格！

米倉 ゆずさん（小学校２年生）
よね くら

富田 雪月さん（小学校２年生）
とみ　た ゆ　づき

栁 柚希さん（小学校５年生）
やなぎ ゆず　き
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イーオンキッズでは週に1回、日本人教師の会話レッスンを受講しています。イーオンキッズの先生は普段から
時制や発音を気にかけて、都度修正してくれるところが気に入っています。また英検の二次試験対策では、先生
が子どもの長所を伸ばしてくださり、本番に自信を持って臨めたと思います。
英検に向けて、家庭では過去問題集に集中的に取り組みました。たとえばリーディングの練習であれば、父親

の私もイーオンで英語の勉強をしていますので、過去問をまずは一緒に一度解いて、わからなかった単語や構
文、読み方などを書き込み、本人だけの解説用冊子にしました。その後、子どもがひとりで同じ過去問を解き、わ
からなかった部分は解説用冊子を見て確認、思い出せるようにします。これを繰り返して上達具合や苦手ポイン
トを絞り出し、ライティングや二次面接の対策も一緒に行いました。
今後の目標として、子ども本人は準1級合格、保護者としてはその勉強のサポートができるようになりたいと

思っています。

小学５年生で英検®２級合格！

今は週1回の通学で、外国人教師の会話クラスを受講しています。英検前には二次試験対策として、日
本人の先生と外国人の先生に1回ずつ面接の練習をしてもらいました。面接練習の際は話すときのコツな
どを教えてもらうことができました。たとえば質問を受けて少し考えたいときは、“That’s a good question. 
Let me think about it.”などと言って、考える時間を作ることが大事だと教わり、大変役に立ちました。また
普段のレッスンでも自分の意見を言う場面が多く、そういった両方が今回の合格に繋がったと思います。他
にも自宅では特に単語を覚えることを頑張りました。また、過去問をいくつかやって本番に臨みました。
英検にチャレンジしてみようと思ったきっかけは英語が好きで、将来役に立つと思ったからです。合格した

ときはとても嬉しかったし、合格したことで自信がつきました。これからもどんどん英語を勉強していきたいと思
います。次は英検1級を目指していきたいです。

中学３年生で英検®準１級合格！

中学３年生で英検®準１級合格！

中学３年生で英検®１級合格！

藤枝校（静岡県）
イーオンキッズ通学歴：１年
2018年　第２回英検®２級合格

塚本 天躍さん（小学校５年生）
つか もと あや　と

広島T-SITE校（広島県）
イーオンキッズ通学歴：８ヶ月
2018年　第２回英検®１級合格
2016年　第２回国連英検B級、C級合格

第２回英検®準１級合格
第１回英検®２級合格

中田 湖々さん（中学校３年生）
なか　た こ　 こ

横浜元町校（神奈川県）
イーオンキッズ通学歴：３年
海外滞在期間：アメリカ４年９ヶ月

2018年　第２回英検®準１級合格

中浜 陸彩さん（中学校３年生）
なか はま りく　と

イーオンキッズ入学時には英検1級の面接対策のため、プライベートレッスンを週1回で受講しました。1レッス
ンで2～3回、様々なトピックを使って2分間のスピーチを行いました。スピーチの後に先生が言いたいことを伝え
るための単語やフレーズを書いてくれたり、他の視点からの意見を教えてくれました。スピーチをし終わると先生が
必ず褒めてくれ、それが嬉しくて自信に繋がったと思います。また、理解できない単語があれば、その意味が定着
するように丁寧に説明をしてくれました。
二次面接では政治のような学校で習わないようなトピックが多いので、家でもインターネットや新聞などで最近

のニュースを見たり、政治や仕事の仕組みを調べたりもして対策を行いました。
英検に合格したことで自分の英語力が認められた気がして、自信がつき自分に誇りを持てるようになりました。

また英検を通じて面接をする機会が多かったので、人前でも堂々と話せるようになりました。次は国連英検特A
級の合格も目指していきたいと思います。

現在、イーオンキッズへ週1回、外国人教師のプライベートレッスンを受講しています。ポップカルチャーか
ら時事問題などのトピックに対して自分の意見を述べる、というスタイルで行っています。単に形式的な文法
を覚えるのではなく、実用的な英語をマスターできるようなレッスン内容がとても有効的で、英検準1級合格
にもつながったと感じています。政治にとても興味があるようで、最近のニュースや学校での出来事、進学・
将来の夢についてのフリートークもしているそうです。自宅では、英語圏のニュース番組を視聴しながら生の
英語を体得したり、大学入試のハイレベルな問題にチャレンジするなど、英検準1級合格に向けて取り組み
ました。
今回英検準1級に合格したことで、「更に上のレベルを目指そう！」という目標ができたようです。合格がわ

かった時は一見冷静でしたが、右手のガッツポーズが喜びを物語っていました。
今後は英検1級、TOEIC L&Rテスト900点を目指して更に頑張っていきたいです。

大泉学園校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：２年２ヶ月
海外滞在期間：中国５年、オーストラリア２週間

2018年　第２回実用英検®準１級合格
2017年　第２回国連英検C級合格

毛 千晴さん（中学校３年生）
もう ち　はる
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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 

普段は週に1回、外国人教師の会話クラスを受講しています。加えて英検受験に向けたライティングと二次

試験対策のため、プライベートレッスンを受講しました。このプライベートレッスンがとても良かったと思います。難

しく考えていたことをシンプルにわかりやすく説明してもらったり、ちょっとしたことでも褒めていただいたので子ど

もも楽しくなり、やる気が出た様子でした。

自宅では過去問を解き、間違えた箇所は何回もやり直しました。問題に取り組むことに気がのらない時は、テ

レビアニメや映画などで楽しんで英語に親しむことが良いと思い、毎日少しでも英語を聞くようにしました。

一次試験が終わった直後は会場の芝生広場を飛び回ったりして、とても嬉しそうでした。二次試験合格のとき

も、もちろん嬉しそうでしたが同時にほっとしている感じでした。自分なりにすごく頑張ったのだろうと思いました。

今後は英検準2級にも挑戦したいそうです。また、海外での英語にも触れてみたいそうです。

小学２年生で英検®３級合格！

受賞者
の声

塚口校（兵庫県）
イーオンキッズ通学歴：３年３ヶ月

2018年　第２回英検®３級合格
2017年　第３回英検®４級合格

第２回英検®５級合格

会津若松校（福島県）
イーオンキッズ通学歴：７年８ヶ月

2018年　第２回英検®３級合格
2017年　第３回英検®３級合格
2016年　第３回英検®４級合格
2015年　第３回英検®５級合格

二日市校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：７年１０ヶ月

2018年　第２回英検®準２級合格
2017年　第２回英検®３級合格
2016年　第２回英検®４級合格

小学校の宿題が多いため、自宅ではまず英語の勉強時間の確保に努めました。英検に向けて特に力を入れ
たのはライティングです。また、簡単な熟語は英語で話せるよう家族で協力したり、過去問も毎日少しでも解くよう
にしていました。
イーオンキッズではカウンセリングを受けることができるので、不安がなく信頼してお任せすることができました。
担任制のため、子どもの足りないところを明確に指摘してくださったので、勉強がとてもしやすかったです。
英検自体は「この年齢から取り組もう」と考えていたわけではなく、イーオン入学時にカウンセラーさんが目標と

目安を考えてくださったので、その通りに進めました。担任の先生やカウンセラーさんが継続して「頑張ってみよ
う！」と声掛けをしてくださったことが大きかったと思います。「早い時期から始めましょう」と言っていただいて、とて
も感謝しています。
担任の先生、イーオンが大好きなので、今後も楽しく英語を続けてほしいと思っています。

小学１年時に英検®３級合格！

イーオンキッズでは、普段は外国人教師の会話クラスと日本人教師の文法クラスを受講しています。英検受
験前には英検対策として、英検用の対策セミナーを5回、また二次対策のプライベートレッスンを1回受講させて
いただきました。
自宅ではイーオンの英検トレーニングゼミテキストと単語ドリルを中心に勉強しました。英作文には苦戦をして

いましたが、先生方が熱心に的確な指導をしてくださり、自宅でも時間をかけて勉強しました。英検トレーニングゼ
ミのテキストは市販のものよりやや難しい内容に感じましたが、それを確実にしていくことで、本番の試験が少し
楽だった気がします。先生方のサポートもしっかりしており、苦手分野をきちんと教えてもらいました。
英検は子ども本人に「受けてみたい」という気持ちがあり、チャレンジをしてみました。合格するごとにぐんと英

語力が上がっているのを実感できて自信がつき、さらに英語を好きになっているようです。
今後は英検2級、さらに準1級合格を目指していきたいと思います。将来は英語力を生かした仕事に就くのが

夢のようです。

小学５年生で英検®準２級合格！

米倉 ゆずさん（小学校２年生）
よね くら

富田 雪月さん（小学校２年生）
とみ　た ゆ　づき

栁 柚希さん（小学校５年生）
やなぎ ゆず　き
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イーオンキッズでは週に1回、日本人教師の会話レッスンを受講しています。イーオンキッズの先生は普段から
時制や発音を気にかけて、都度修正してくれるところが気に入っています。また英検の二次試験対策では、先生
が子どもの長所を伸ばしてくださり、本番に自信を持って臨めたと思います。
英検に向けて、家庭では過去問題集に集中的に取り組みました。たとえばリーディングの練習であれば、父親

の私もイーオンで英語の勉強をしていますので、過去問をまずは一緒に一度解いて、わからなかった単語や構
文、読み方などを書き込み、本人だけの解説用冊子にしました。その後、子どもがひとりで同じ過去問を解き、わ
からなかった部分は解説用冊子を見て確認、思い出せるようにします。これを繰り返して上達具合や苦手ポイン
トを絞り出し、ライティングや二次面接の対策も一緒に行いました。
今後の目標として、子ども本人は準1級合格、保護者としてはその勉強のサポートができるようになりたいと

思っています。

小学５年生で英検®２級合格！

今は週1回の通学で、外国人教師の会話クラスを受講しています。英検前には二次試験対策として、日
本人の先生と外国人の先生に1回ずつ面接の練習をしてもらいました。面接練習の際は話すときのコツな
どを教えてもらうことができました。たとえば質問を受けて少し考えたいときは、“That’s a good question. 
Let me think about it.”などと言って、考える時間を作ることが大事だと教わり、大変役に立ちました。また
普段のレッスンでも自分の意見を言う場面が多く、そういった両方が今回の合格に繋がったと思います。他
にも自宅では特に単語を覚えることを頑張りました。また、過去問をいくつかやって本番に臨みました。
英検にチャレンジしてみようと思ったきっかけは英語が好きで、将来役に立つと思ったからです。合格した

ときはとても嬉しかったし、合格したことで自信がつきました。これからもどんどん英語を勉強していきたいと思
います。次は英検1級を目指していきたいです。

中学３年生で英検®準１級合格！

中学３年生で英検®準１級合格！

中学３年生で英検®１級合格！

藤枝校（静岡県）
イーオンキッズ通学歴：１年
2018年　第２回英検®２級合格

塚本 天躍さん（小学校５年生）
つか もと あや　と

広島T-SITE校（広島県）
イーオンキッズ通学歴：８ヶ月
2018年　第２回英検®１級合格
2016年　第２回国連英検B級、C級合格

第２回英検®準１級合格
第１回英検®２級合格

中田 湖々さん（中学校３年生）
なか　た こ　 こ

横浜元町校（神奈川県）
イーオンキッズ通学歴：３年
海外滞在期間：アメリカ４年９ヶ月

2018年　第２回英検®準１級合格

中浜 陸彩さん（中学校３年生）
なか はま りく　と

イーオンキッズ入学時には英検1級の面接対策のため、プライベートレッスンを週1回で受講しました。1レッス
ンで2～3回、様々なトピックを使って2分間のスピーチを行いました。スピーチの後に先生が言いたいことを伝え
るための単語やフレーズを書いてくれたり、他の視点からの意見を教えてくれました。スピーチをし終わると先生が
必ず褒めてくれ、それが嬉しくて自信に繋がったと思います。また、理解できない単語があれば、その意味が定着
するように丁寧に説明をしてくれました。
二次面接では政治のような学校で習わないようなトピックが多いので、家でもインターネットや新聞などで最近

のニュースを見たり、政治や仕事の仕組みを調べたりもして対策を行いました。
英検に合格したことで自分の英語力が認められた気がして、自信がつき自分に誇りを持てるようになりました。

また英検を通じて面接をする機会が多かったので、人前でも堂々と話せるようになりました。次は国連英検特A
級の合格も目指していきたいと思います。

現在、イーオンキッズへ週1回、外国人教師のプライベートレッスンを受講しています。ポップカルチャーか
ら時事問題などのトピックに対して自分の意見を述べる、というスタイルで行っています。単に形式的な文法
を覚えるのではなく、実用的な英語をマスターできるようなレッスン内容がとても有効的で、英検準1級合格
にもつながったと感じています。政治にとても興味があるようで、最近のニュースや学校での出来事、進学・
将来の夢についてのフリートークもしているそうです。自宅では、英語圏のニュース番組を視聴しながら生の
英語を体得したり、大学入試のハイレベルな問題にチャレンジするなど、英検準1級合格に向けて取り組み
ました。
今回英検準1級に合格したことで、「更に上のレベルを目指そう！」という目標ができたようです。合格がわ

かった時は一見冷静でしたが、右手のガッツポーズが喜びを物語っていました。
今後は英検1級、TOEIC L&Rテスト900点を目指して更に頑張っていきたいです。

大泉学園校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：２年２ヶ月
海外滞在期間：中国５年、オーストラリア２週間

2018年　第２回実用英検®準１級合格
2017年　第２回国連英検C級合格

毛 千晴さん（中学校３年生）
もう ち　はる
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2020年度からの「大学入学共通テスト」でも「聞く・読む・話す・書く」の4技能試験の
導入が決定。今後ますます英語を「話す」試験が注目されていきます。
イーオンキッズでは、スピーキングテスト「CASEC SPEAKING」「E-CAT（English 
Conversational Ability Test）」を導入しています。これから広がっていく英語4技能
試験に向けて、ぜひトライしてみましょう！

お子様をとりまく英語教育・受験事情はこれからますます変化していきます。イーオンキッズでは「話す」「聞く」「読む」「書く」の4技
能をしっかり身に付けていただけるよう精一杯サポートして参ります！

「パソコンに向かって話す」という慣れない受験スタイルでも自信
を持ってスムーズに対応できるようになって欲しいと、「CASEC 
SPEAKING」「E-CAT」を中高生の全生徒様にご案内しています。
自分のスピーキング力が可視化され自信がついただけでなく、
素直に「もっと話せるようになりたい」とモチベーションが上がった
生徒様が多かったです。スコアレポートで保護者様へもお子様
のスピーキング力をはっきり示すことができ、「意外と話せるんです
ね、安心しました」など、嬉しいお声をいただきました！

　2020年より順に小・中・高での新学習指導要領が全面スタートしますが、今後の教育では、知識・技能を持つだけでなく、
それを自在に、自分らしく使いこなせるところまでを目指します。「何を知っているか」だけでなく、その知識を使って「何ができる
か」「どのように問題解決を成し遂げるか」までを学力と見なすわけです。だからこそ今後の大学英語入試では4技能5領域を
測る外部試験（英検など）が採用されています。イーオンキッズでは、新学習指導要領対応のオリジナルテキスト・カリキュラム
だからこそ、大学受験や将来に役立つ英語力をしっかり身に付けていただけますよ。一緒に頑張りましょう！

「英検準2級を持っているが、結果でも英検準2級レベルだったの
で、嬉しかったし自信になった！」「もっといい点数をとれるようにレッ
スンでスピーキングを頑張りたい」

「意外と難しかった！」「パソコンに向かって一方的に話すので、質
問に合った答えができているのか不安だった」

＼受験時期のご相談や詳細、お申込みについてはスタッフまで／

CASEC SPEAKING E-CAT（English Conversational Ability Test）

ご自宅・
イーオンスクールにて
受験可能！

広がる英語のスピーキング試験 ～イーオンキッズの取り組み～

2020年4月より小学校高学年の英語が「正式教科」に！

イーオン平塚校の
中川マネージャーに聞きました！

テストを受けた直後の生徒様の反応は？

結果を見た生徒様の反応は？

4技能5領域※を総合的に学ぶ
新学習指導要領での授業がスタート

2022年4月

※「話す（やりとり）」「話す(発表)」「聞く」
　「読む」「書く」

「全国学力テスト」（中3）の英語で、
スピーキングテストを導入

2019年

授業は原則「英語で」の実施スタート
2021年4月

中学年「外国語活動」スタート
「聞く」「話す」に慣れ親しむことが目標

高学年 英語が「正式教科」に
「読む」「書く」もはじまります

2020年4月

小 学 校 高 校

～小学校英語指導者資格取得コース・中高生セミナーを担当している、土田トレーナーより保護者の皆さまへメッセージ～

中 学 校
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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』

英語は、広い世界へのパスポート。英語を学ぶと同時に、英語
で学ばなくてはならないこともたくさん出てくる。
英語学習は、できるだけ早く始めた方が良い。日本語との間で
混乱が起こるのではないかと心配する声も聞くが、だいじょうぶ
である。
「英語」を使う文脈と、「日本語」を使う文脈が区別できれば、
人間の脳はそれをうまく切り替えて、使い分けることができる。脳
の中の「尾状核」と呼ばれる部位が、そのようなスイッチの役割を
果たしていることがわかっている。
小さなころから、複数の言語の文脈を行ったりきたりすることに

よって、子どもたちは世界の広さを知り、また、自分をさまざまなか
たちで表現すること、他者と向き合うことの喜びを学んでいくの
である。
ところで、子どもが英語を学ぶ上で、いちばん大切なことはなん
だろうか？
それは、「安全基地」である。
子どもにとって、英語の学びは一つのチャレンジ。そのチャレンジ

を支える「安全基地」を大人たちが作ってあげなければならない。

これからの
子どもたちにとって、
英語は必須である。

Vol.17
Spring
2019

茂木 健一郎氏
も　  ぎ けん  いち  ろう

ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学、日
本女子大学非常勤講師。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学
院理学系研究科物理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、ケ
ンブリッジ大学を経て現職。専門は脳科学、認知科学。「クオリア」（感
覚の持つ質感）をキーワードとして脳と心の関係を研究するとともに、文
芸評論、美術評論にも取り組んでいる。

脳科学者

具体的には、子どもの好奇心、学びを後ろから見守って、支え
てあげること。
文法や発音が正しいかどうか、テストの点数が良いかどうかと
いうことよりも、子どもたちが楽しんで英語を使えるような、そんな
環境づくりをしてあげることが一番大切になる。
脳の中には、初めてのことに挑戦してうまくいくと放出される

「ドーパミン」という脳内物質がある。子どもたちが英語にチャレン
ジして小さな成功体験を持つと、ドーパミンが放出され、英語回
路が強化される。
その挑戦を支えるのが、脳の中で感情の中枢である扁桃体を
中心につくられる安全基地。安全基地は、大人との絆、信頼関
係がなければ生み出されない。
結局、子どもの英語脳を伸ばすのは、愛情と幸福。
温かい安全基地に包まれてこそ、子どもたちは英語を通して世
界に羽ばたくことができる。
子どもたちの挑戦を、ぜひ、愛情をもって温かく見守ってほし
いと思う。




