
イーオンキッズでは小学校６年生までに英検®３級、中学校卒業までに英検®２級合格を目標とし、英語4技能をバラ
ンスよく伸ばせるカリキュラムでレッスンを行っています。
英検®学習のメリットは英語学習のきっかけやモチベーションにもつながることです。「この級に合格したい！」という
明確な目標を作ることもでき、合格することで英語への自信をつけることもできます。
この度、英会話コースにプラスすることでさらに効率よく英検®合格を目指せる新しいコンテンツが登場しました！ 
お子様の学習ペースや目標に合わせて、ぜひご活用ください！

レッスンの予習復習にご利用いただいている生徒様専用の学習サイト「イーオンキッズアイクラブ」。
そんなアイクラブに新しく英検対策コンテンツが2021年4月から登場します！
気軽に英検の問題を試すこともできるので、今すぐではなく将来的に英検を受験したいというお子様にもピッタリ。
また、英語4技能強化や受験対策に活用いただくことも可能です。ぜひ皆様ご利用くださいね！

アイクラブでの勉強方法は担任教師やカウンセラーに聞いてみてくださいね。
また、まだアイクラブを使ったことがない方は、新規登録が必要になります。ご不明な点はスクールスタッフへお尋ねください。

通常レッスンに英検®対策コンテンツや英検®対策コースをプラスするこ
とで４技能がより効率的に身につきます！ また弱点の補強にも最適です！

【イーオンキッズが目指す英検®取得目標レベル（目安）】

レッスンにプラスすることで４技能をより一層鍛える！

□ イーオンキッズ生なら無料で使い放題！
□ 5級～準1級まで対応！ お子様の希望やペースに合わせて学習できる！ （準1級は順次リリース予定）
□ 問題を解いた後には発音再生や詳しい解説があり理解が深まる！
□ 普段の予習復習のようにアイクラブで学習できるので、
　 お子様一人でも安心して学習可能！

イーオンキッズアイクラブに新登場！「英検®対策コンテンツ」！新登場
❶

新コース「英検®対策コース」 2021年4月から新規開講！
さらに英検対策を強化したい！ という方にはこちらがおすすめ！ 新たに「英検対策コース」が開講いたします！
本コースでは「英検合格」を目指すことに加え、お子様の英語力を総合的に伸ばすこともできるカリキュラムになっています。
英検はお子様の学習目標設定や、やる気向上にも最適です。

イーオンキッズのレッスンだけではなく、アイクラブや英検対策コースをプラスして、４技能をより効果的に上げることで、英検合格やその
先にある英語の目標を達成しましょう！
英検に合格した先輩たちの声は本誌P6～P7に掲載しています。みなさんどのような学習をしていたのか、読んでみてくださいね！

教室で英検対策コースを学ぶことでより集中して効率的に学ぶことができます。わからないところをすぐに先生に質問できる点も良いで
すよね。ご興味がある方は、ぜひカウンセラーや担任の先生にご相談くださいね！
※小学校1年生対象の英検５級対策コースは、2021年10月開講を予定しています。　※開講状況は、スクールによって異なります。詳しくはカウンセラーにお問合せください。

□ 通常の英会話コースにプラスして受講することで、効率よく総合的な実力アップが可能！
□ イーオンキッズ自慢の日本人教師が日本語でレッスンを行います。
　 「先生に質問しながら、理解を深めて英検の勉強をしたい」というお子様にぴったり！
□ お友達と一緒にグループで学習することで、お子様のモチベーションもよりアップ！
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４技能をバランスよく習得

聞く 話す 読む 書く

会話レッスン
苦手問題を何度も解くことで４技能の弱点を補強

英検®対策コンテンツ

英検取得を目標にテキストに沿って学習。総合的に力をつける
英検®対策コース

新登場
❷
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「日本において英語は外国語“だった”」と過去形で表すと、

「えっ？」と思われるかもしれません。でも、日本社会は急速に変化

していて、今や英語は「コミュニケーションのためのもう一つの共

通語」になりつつあります。例えば、Covid-19の各国の感染対策

や研究結果に関する情報は、英語を通して得ています。また、英語

を母語としないアジアの人たちが集まる会議では、通常、英語で

議論が行われます。文部科学省も、英語は一部の業種や職種だ

けでなく、生涯にわたって様々な場面で必要になることを伝えてい

ます。

そこで大切になるのは、「コミュニケーション」のとらえ方です。

小・中・高等学校の新しい英語教育では、「聞く」「読む」「話す［や

り取り］」「話す［発表］」「書く」の5つの領域をバランス良く学習す

ることになります。この総合的な力がコミュニケーション力です。

「バランス良く」と言っても、5つの領域の学習時間を均等配分

してバラバラに進めるのではなく、複数の領域を関連付けて学習

することが大切です。基本的には、聞いたり読んだりして音声や文

字を通して得た情報や表現などを活用しながら、話したり書いたり

することにつなげていくサイクルです。例えば、趣味について話し

合っている会話を聞く→その会話を読んで、趣味の説明の仕方

や必要な表現を学習する→自分自身の趣味を話したり書いたりし

て伝える、といった流れです。その際、話したり書いたりする英語

は、聞いたり読んだりする英語よりも質が落ちるのは全く自然なこ

とです。自分のレベルや興味関心に合わせてできるだけたくさんの

英語を聞いたり読んだりしつつ、1～2年前に学習した英語レベ

ルで表現できるようになることを目指すというイメージでいいと思い

ます。

もう1つ重要なのは、日常生活の中で実際に英語に触れて楽し

む機会を頻繁に持つことです。学校の授業で学習したことをベー

スに、学校外でもどれくらい英語と付き合う時間があるかが、英語

ユーザーとしての成長に大きく影響してきます。海外へ行かなくて

も、そのチャンスはたくさんあります。イーオンキッズの皆さんは、今

まさにその経験を積んでいることになりますね。Go for it!
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向後 秀明
こう   ご ひで  あき

1964年、千葉県生まれ。22年間の高校教員生活を経て、2008年に千葉県教育庁教育
振興部指導課指導主事。その後、2010年に文部科学省初等中等教育局教育課程課・
国際教育課外国語教育推進室教科調査官。2017年より現職。学習指導要領の改訂に
深く関わり、小学校から大学まで、英語の指導と評価に関する研修を行っている。趣味は
ジョギング、温泉旅行、家電製品店頭チェック。

これからの英語学習にどう向き合っていくか
～変化する英語の位置付けを踏まえて～

敬愛大学
英語教育開発センター長・国際学部国際学科教授



英語が大好き！ どんどん伸びるよ 英語力

今回のテーマは
「兄弟・姉妹・家族で通学しているお子様特集！」
お互いに切磋琢磨しながら楽しく英語を学んでいる
生徒様の声をご紹介します。

イーオンキッズには姉妹で通っています。先に通っていた姉の姿が楽
しそうに見えたのか、うらやましそうにしていたので、一緒に通い始めまし
た。姉妹で通って良かったことは、二人とも負けず嫌いな性格なので、よ
り頑張って英語学習に取り組むようになったことです。家では姉が妹に
英語を教えますが、途中でケンカになり、妹がムキになって「できるし！」と
言って一人で勉強をすることも多々あります。学校では先生にほめられ
ている妹の姿を見て姉は本気で悔しがり、またその姿を妹が見て自信が
つき、やる気も上がっているように思います。イーオンキッズに通い始め
て、自宅学習教材も楽しく学び、お絵かきやお手紙を書く時にアルファ
ベットを書くようになりました。アルファベットがわかる、書けることが嬉しく
て、父やお友達に自慢げに見せています。先生とのチェックテストでは、
どのアルファベットの練習が簡単で、どれが難しかったのかを嬉しそうに
伝えています。これから少しずつ書けるアルファベットが増えたらいいな
と思います。
守口校は英語のことだけでなく子どもたちのことを気にかけてくれると

ころが好きです。今後の目標は英語でコミュニケーションが取れるように
なることです。英語を練習することはすでに生活の一部になっているの
で、これからも継続して頑張ってもらい、自分の意見を英語で言えるよう
になってくれたら嬉しいです。

守口校（大阪府）
イーオンキッズ通学歴：２年11ヶ月（あやめさん）

松戸校（千葉県）
イーオンキッズ通学歴：１年３ヶ月（瑛太さん）

長男・長女・次男の３人で通っています。一緒に学ぶことで、イーオン
でも自宅でもお互いに考え、話し合うことが増えました。その結果、たとえ
間違っても正しい答えを導き出したり、新しい知識を増やしたりする機会
になっています。
最近では特にストーリーブックを積極的に読めるようになりました。小

さい頃は、絵と音で楽しむだけでしたが、小学生になり会話クラスに加え
て文法クラスも受講すると、文章や内容も集中して読むようになり、年齢
と共に成長を実感しています。これからは４技能５領域のバランスを磨
き、英検などにも果敢にチャレンジして、将来に活かしてほしいです。
大橋校では、子どもたちが慣れ親しめるように先生方皆さんが関わって

くれるため、安心して預けることができています。すぐに子どもたちが溶け
込めるのは大橋校スタッフのサポートの賜物だと思い、感謝しています。
世の中が大きく変化していく時代に未来を予測するのは簡単なこと

ではありません。だからこそ、子どもたちには自分自身の意志で道を切り
拓き、自信や誇りを持って課題を乗り越える力を身に付けてほしいと考え
ています。イーオンキッズのレッスンにも２１世紀型スキルが盛り込まれて
いますが、答えは一つではないこと、思考力・判断力・表現力、そして創造
性がある限り、答えは無限大であることを英語と共に学んでもらえたら嬉
しいです。

大橋校（福岡県）
イーオンキッズ通学歴：５年（ゆらさん）

江藤 ゆら さん（小学校３年生）
え  とう

5歳上の兄が英語の勉強をする時、いつも同じ部屋で一緒にCDを
聴いたりしていたので、興味があるのかなと思っていました。ちょうどその
頃、体験レッスンを勧めていただき、参加したら楽しかったようで、本人も
「やりたい」と意欲的でしたので通わせることにしました。
兄弟で通うことによって二人で共有できる時間が持てたので、弟は兄

を尊敬し、兄は弟に教えてあげながら、お互いに刺激し合い、協力するよ
うになりました。一人だとなかなか勉強を始めないけれど、二人一緒だと
嫌がらずに勉強するようにもなりました。
英語の勉強は必ず兄弟同じ時間にやります。二人で物の名前などを
英語で言うクイズを出し合ったりして、たくさんの単語を覚えられるように
なりました。
最近では習った単語がTVや本などで出てくると英語で言えるようにも

なり、発音も良くなりました。家庭学習教材のOne! Two! Writ ing 
Bookを始めてから、大文字・小文字を読み書きできるようになりました。
先生がチェックして、「発音が良い、文字がきれい」とほめてもらえると、
「次はもっとたくさんやる！｣と意欲的に取り組むようになりました。
これからも兄弟で楽しく英語を学んでもらい、家庭でもたくさん英語が
出るようになってもらいたいです。

今井 瑛太 さん（５歳）
いま  い えい  た

楽しそうにレッスンを受ける兄に憧れ、妹もやってみたいとのことで通
い始めました。妹はとても恥ずかしがりやですが、慣れている兄と一緒に
通うことで無理なくレッスンに溶け込むことができています。
一昨年、兄がイーオンキッズのスピーチコンテストに参加し、夏休み

に一生懸命練習したことがありました。近くで聞いていた当時５歳の妹
がいつの間にか全て暗唱できるようになっていて、家族を驚かせまし
た。兄も妹に負けてはならぬと、練習により力が入ったようです。
小学生になってからライティングが増え、最初はとても苦戦していまし

たが先生方にたくさん励ましていただいたおかげで、家庭学習なども毎
日少しずつ続けられました。今では自分の力で宿題もできるようになり成
長を感じます。
いつも「ハロー！」と笑顔で迎えてくださる先生・カウンセラーの方々が
大好きです。レッスン中は教室の外まで楽しそうな声が聞こえてきて、毎
回子どもの心を引き付ける工夫をしてくださっていると感じます。先生方
は小さなことでも子どもをほめて、自己肯定感が高まる接し方をしてくれ
ます。カウンセラーの方も何でも相談に乗っていただき、親としても安心
して通わせることができています。
英語が話せれば将来の選択肢が広がります。そのためには継続的

な努力・経験などが必要ですが、今後もイーオンキッズで英語の楽しさ
を学び続けて、英語が好きでいてくれたら良いなと思います。

立川校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：２年11ヶ月（愛莉さん）

ぜん  だ

善田 あやめ さん（年少）

イーオンキッズ集まれ！

兄（右） 愛斗 さん（小学校５年生）
弟（中） 翔吾 さん（小学校１年生）

あい　と

しょう ご

兄（左） 恭介 さん（小学校４年生）
きょうすけ

と どころ あい  り

戸所 愛莉 さん（小学校１年生）
兄（右） 大嘉 さん（小学校３年生）

たい　が

姉（左） こはる さん（小学校３年生）
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卒業生のご紹介

イーオンキッズ北越谷校→
イーオン北越谷校（埼玉県）
通学歴：３年８ヶ月

イーオンキッズ藤枝校（静岡県）→
イーオン静岡校（静岡県）→
イーオンつくば桜校（茨城県）→
イーオン静岡校（静岡県）
通学歴：20年８ヶ月

最初は英語が嫌いで、小学校の時はなんとなく通っているという感じ
でしたが、中学生になり「面白い」と思うようになりました。周りと比べてで
きると感じたり、小学生の時にイーオンキッズでやってきたことが中学校
での勉強とつながっていくのが感じられたりしたからです。
小学生から英検を受けていたため、自然と目標は英検1級になり、それ

が英語を続ける目標にもなりました。大学生になっても英語の学習は
イーオンで続け、3年生の終わりに英検1級を取得できました。喜びととも
に、英検1級を取ってもまだまだ英語学習に終わりはないと気づいた瞬
間でもありました。次の目標は国連英検特A級です。
今、イーオンキッズに伝えたいことは“継続が大事”ということです。自分

自身、英語を“本当の意味で”「面白い」と感じられたのは高校生の時
だったので、継続して長いスパンで物事を考えて取り組めると良いと思い
ます。外国人の先生と話して伝わった！という楽しさを感じたり、海外旅行
で異文化に触れたりして少しずつモチベーションを上げていきましょう。
過去に受けた英検対策やイベントレッスンなどをよく覚えています。集
中的にやった自宅学習教材もとても良かった！今振り返ってみると、キッ
ズでやったこと、高校生以降にやったこと全てが役に立っていると感じ
ます。

仲間がいるから、頑張れる！

お友達紹介システム「イーオンメイト」をご活用ください。
お友達やご家族がイーオンまたはイーオンキッズに入学されると、

あなたとお友達に素敵な特典がございます。

小澤 沙弥 様（高校１年生
）お　ざわ さ　 や

加藤 雄也 様（公務員）
か  とう ゆう  や

「英語が好きになりたい。」という思いがあって私は中学入学と同時に
イーオンキッズに通うことを決めました。もともと英語は書くことも、話すこ
ともできない状態で、初めてしっかりと英語を習い始めたのが中学生に
なってからです。弟も小学生の頃から習っており、切磋琢磨しながらお互
い頑張っています。家で勉強するときには、私が弟に教えることによって、
私も弟もより理解が深まっています。イーオンキッズに通い始めてから、
私はリスニングが得意になりました。どんなテストでもリスニングの点数は
取れるという自信もつきました。また、先生と英語で話す機会も増えたの
で、色々な話をできるようにもなりました。私は元々、英語に苦手意識が
あったため、人と英語で話すのは難しいなと思っていました。しかし、たくさ
ん先生と英語で話すことによって今では普通に話せるようになりました。
これから、大学受験に向けて英語は重要なので、今以上に努力し、楽

しく学んでいきたいです。そして、将来はこの経験を生かしていくようなこと
をしたいと思っています。
英語は失敗を恐れずに話したり、沢山書くことが大切です。これから大
変なことがあるかもしれませんが、イーオンキッズのみなさんも楽しく英語
を学んでください。

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。

娘には早くから英語を学ばせたいという思いから、１歳半から通わせて
います。父親の私も仕事で英語が必要になったことをきっかけに一念発
起をし、通うことにしました。今は娘がイーオンの先輩です。
親子で通っているとお互いの学びや勉強内容が見えることがメリット

だと思います。娘が私の予習を見て、「私もこれわかる」とか「それ私もこ
の間勉強したよ、まだそんな所やってるの？」とよく言われます。また、娘
の予習を見ると、意外と難しい単語などを勉強していることがわかり、「こ
んなのもわかるの？」というと「当たり前じゃん」と言われますが、一緒に
勉強することで娘には英語が得意という自信を持たせたり、関心を高め
ることができています。
娘は英語に対して苦手意識がなく、英語を勉強と思っていない部分

は特にイーオンキッズに長年通っていて良かったことだと思います。以前
オーストラリア旅行に行った際、スーパーのレジの人が言ったことがわ
かった時には「今言われていることがわかった！」と嬉しそうでした。
娘の目標は、中学校卒業までに英検２級を取得し、高校で海外留学

することです。将来は世界の色々なところに旅をしたいという夢を持って
います。私は今年中に英検準１級を取得し、専門分野について海外の
人と自由に英語で議論ができるようになりたいです。お互いの目標の達
成のため、親子で一緒に頑張りたいと思います。

高知校（高知県）
イーオンキッズ通学歴：10年（凛香さん）

僕は、小学4年生の妹とイーオンキッズに通っています。通い始めた
きっかけは父の勧めです。父は仕事で英語を使うことがありますが、英
語学習には、聞くこと、話すことが重要だと考えていたようです。小学５
年生の時に、当時住んでいた埼玉県の和光市駅前校に通いはじめ、
中学1年生で、仙台に引越したため仙台ロフト校に転校しました。
妹とは「今日はレッスンで何を習った？」とお互いに教え合い楽しいで

す。宿題をみてあげることもありますし、僕が単語を忘れた時には、妹が
教えてくれることもあります。発表会にも二人で出ました。家では妹が
家族に「この単語は？」と問題を出し、みんなでクイズのように答えてい
ます。僕はとてもシャイですが、イーオンキッズに通っているおかげで、学
校の授業で積極的に挙手することができるようになりました。教科書に
は載っていない単語も学べるので、自信がつきました。
仙台ロフト校の先生、カウンセラーの方はいつも明るい笑顔で話しか

けてくれ、発表会や英検の後には、ほめてくれるので嬉しいです。和光
市駅前校の時もそうだったので、きっと全国のイーオンがそうなのだと思
います。
今後の目標は、いつの日か一人で海外旅行をし、その国の文化に触

れたいです。そのために英検など、できることを頑張っていきたいです。

仙台ロフト校（宮城県）
イーオンキッズ通学歴：４年６ヶ月（一成さん）

いけ ばた り　こ

池畠 凛香 さん（小学校６年生）

さ　 く　 ま いっせい

佐久間 一成 さん（中学校３年生）
妹（右） 理花 さん（小学校４年生）

り 　か

たか ふみ

父（左） 誉文 さん

弟さん（中学校２年生）も
イーオンキッズ通学中！

英検1級も取得！
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柏マルイ校 Ｔ.Ｉ 高校１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

プライムツリー赤池校 Ｓ.Ｊ 小学６年生
プライムツリー赤池校 Ｙ.Ｊ 中学２年生
松戸校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
宝塚ソリオ校 Ｋ.Ｔ 高校１年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｓ 高校１年生
昭島モリタウン校 Ｅ.Ｏ 高校２年生
アトレ川越校 Ｙ.Ｔ 高校２年生
安城校 Ｍ.Ｋ 高校２年生
泉佐野校 Ｈ.Ｍ 高校２年生
一宮校 Ｔ.Ｍ 高校２年生
宇都宮校 Ａ.Ｋ 高校２年生
恵比寿校 Ｙ.Ｏ 高校２年生
小山校 Ａ.Ｏ 高校２年生
熊本校 Ｒ.Ｍ 高校２年生
シャオ西尾校 Ａ.Ｎ 高校２年生
シャオ西尾校 Ｔ.Ｙ 高校２年生
自由が丘東急ビル校 Ｆ.Ｎ 高校２年生
自由が丘東急ビル校 Ａ.Ｉ 高校２年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｍ.Ｏ 高校２年生
博多校 Ａ.Ｍ 高校２年生

橋本校 Ｍ.Ｋ 高校２年生
松戸校 Ｍ.Ｓ 高校２年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｙ.Ｏ 高校２年生
宮崎カリーノ校 Ｓ.Ｙ 高校２年生
アクアウォーク大垣校 Ｍ.Ｏ 高校３年生
宇都宮校 Ｍ.Ｓ 高校３年生
大府校 Ａ.Ｔ 高校３年生
各務原校 Ｙ.Ｋ 高校３年生
各務原校 Ｍ.Ｆ 高校３年生
京都駅前校 Ｍ.Ｈ 高校３年生
高蔵寺校 Ｋ.Ｙ 高校３年生
佐賀校 Ａ.Ｔ 高校３年生
札幌駅北口校 Ｏ.Ｈ 高校３年生
高崎モントレー校 Ｎ.Ｍ 高校３年生
長崎校 Ｍ.Ｋ 高校３年生
那覇国際通り校 Ｈ.Ｎ 高校３年生
フィール旭川校 Ｍ.Ｍ 高校３年生
三鷹校 Ｍ.Ｍ 高校３年生
本八幡校 Ｋ.Ｈ 高校３年生

豊中校 Ｍ.Ｙ 小学４年生
目白校 Ｔ.Ｋ 小学５年生
諏訪ＳＰ校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
千里中央校 Ｎ.Ｎ 小学６年生
調布校 Ｈ.Ｈ 小学６年生
鳴海校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
泉佐野校 Ｋ.Ｆ 中学１年生
エルミこうのす校 Ｎ.Ｙ 中学１年生
北習志野校 Ｆ.Ｋ 中学１年生
西宮北口校 Ｙ.Ｈ 中学１年生
浦和校 Ｓ.Ｉ 中学２年生
柏マルイ校 Ｈ.Ｓ 中学２年生
岐阜校 Ｙ.Ｗ 中学２年生
下北沢校 Ｍ.Ｕ 中学２年生
湘南藤沢オーパ校 Ｍ.Ｗ 中学２年生
多摩センター校 Ｙ.Ｏ 中学２年生

千葉センシティ校 Ｔ.Ｓ 中学２年生
塚口校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
つくば桜校 Ｍ.Ｅ 中学２年生
豊中校 Ｋ.Ｓ 中学２年生
長崎校 Ｓ.Ｎ 中学２年生
原校 Ｓ.Ｍ 中学２年生
枚方T-SITE校 Ｈ.Ｆ 中学２年生
福島校 Ａ.Ｔ 中学２年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｍ.Ｋ 中学２年生
本八幡校 Ｕ.Ａ 中学２年生
我孫子校 Ｙ.Ｍ 中学３年生
いわきラトブ校 Ｒ.Ｏ 中学３年生
エキシティ広島校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
エスパル山形校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
大府校 Ｍ.Ｓ 中学３年生
岡山駅前校 Ｔ.Ｍ 中学３年生

掛川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
京橋校 Ｙ.Ｙ 中学３年生
佐賀校 Ｒ.Ｆ 中学３年生
志木校 Ｋ.Ｉ 中学３年生
シャオ西尾校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｒ.Ｏ 中学３年生
つくば桜校 Ｌ.Ａ 中学３年生
中村公園校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
中村公園校 Ｋ.Ｕ 中学３年生
那覇国際通り校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
光が丘校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
船橋FACE校 Ｒ.Ｈ 中学３年生
松戸校 Ｋ.Ｇ 中学３年生

松山校 Ｈ.Ｎ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｆ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｈ.Ｉ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｅ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ｓ.Ｆ 中学３年生
目白校 Ｓ.Ｎ 中学３年生
本八幡校 Ｎ.Ｈ 中学３年生
本八幡校 Ｔ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｍ.Ｉ 中学３年生
ラブラ２新潟本校 Ａ.Ｗ 中学３年生
和歌山ガーデンパーク校 Ｗ.Ｉ 中学３年生
蕨校 Ｓ.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
2人
10人 1人 1人
19人 8人 6人 1人
36人 21人 13人 2人
54人 46人 26人 5人 1人
56人 68人 51人 9人 1人 1人
37人 60人 97人 19人 6人 1人
26人 59人 97人 50人 8人
3人 29人 116人 110人 32人 3人
1人 3人 51人 108人 60人 4人

●年齢別 受験者数
5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

100%
100%
80% 100% 100%
89% 100% 100% 100%
89% 86% 100% 100%
98% 76% 69% 80% 100%
100% 85% 65% 56% 100% 0%
97% 85% 76% 58% 67% 100%
100% 88% 73% 46% 50%
100% 93% 77% 64% 50% 33%
100% 100% 82% 63% 52% 25%

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
2人
8人 1人 1人
17人 8人 6人 1人
32人 18人 13人 2人
53人 35人 18人 4人 1人
56人 58人 33人 5人 1人
36人 51人 74人 11人 4人 1人
26人 52人 71人 23人 4人
3人 27人 89人 70人 16人 1人
1人 3人 42人 68人 31人 1人

5級 4級 3級 準2級 2級 準1級

245人 295人 457人 305人 108人 9人 1,419人
235人 253人 346人 185人 57人 3人 1,079人

５級 ４級 ３級 準２級 ２級 準１級 合計

96% 86% 76% 61% 53% 33% 76%

5歳 小学1年生 小学2年生 小学1年生 小学4年生 小学6年生

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

●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

ラブラ2
新潟本校 札幌本校

多治見校
北越谷校
鳴海校

市原五井校
宮崎カリーノ校
天王寺校

エキシティ
広島校 豊中校 プライムツリー

赤池校
最年少合格者の

在籍校

高校生以下1級

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。

今回（2020年度第2回）の英検では、全国でのべ1,419人のイーオンキッズ生が英検を受験し、うち1,079人が見事に合格しました。合格率は76.0％と高い水準を保っています。
前回（2020年度第1回）と比較して、全体の合格率は73.5％から76.0%に上がっています。資格試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に相
談してみましょう。イーオンキッズでは、目標に向かって学習を頑張るお子様たちを今後もサポートしてまいります。

英検®合格率調査報告 今回の調査は、英検2020年度第2回が対象となります。

「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

小学生
中学生
高校生

準1級

小学生
中学生

2級

小学校６年生までに英検３級～準１級に合格、中学生で英検２級～準１級に合格、高校生で英検準１級～１級合格もしくはTOEIC L&Rテスト800点以上取得された成績優秀
者を発表させていただきます。

2020年度第2回英検®合格者一覧
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エキシティ広島校 Ｓ.Ｏ 小学１年生
仙台一番町校 Ｎ.Ｏ 小学２年生
会津若松校 Ｍ.Ｋ 小学３年生
池袋本校 Ａ.Ｋ 小学３年生
大泉学園校 Ｙ.Ｍ 小学４年生
刈谷校 Ｌ.Ｓ 小学４年生
札幌大通校 Ｏ.Ｋ 小学４年生
所沢校 Ｍ.Ｍ 小学４年生
大府校 Ｈ.Ｋ 小学５年生
久留米校 Ｒ.Ｓ 小学５年生
札幌駅北口校 Ｋ.Ｍ 小学５年生
船橋FACE校 Ｋ.Ａ 小学５年生

緑井スカイステージ校 Ｓ.Ｏ 小学５年生
池田校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
加古川校 Ｋ.Ｉ 小学６年生
佐世保校 Ｎ.Ｋ 小学６年生
札幌駅北口校 Ｔ.Ｎ 小学６年生
志木校 Ｒ.Ｕ 小学６年生
千里中央校 Ｍ.Ｉ 小学６年生
高松校 Ｔ.Ｓ 小学６年生
津田沼パルコ校 Ｅ.Ｔ 小学６年生
天王寺校 Ｙ.Ｓ 小学６年生
原校 Ｍ.Ｆ 小学６年生
藤枝校 Ｉ.Ｕ 小学６年生

市原五井校 Ｒ．Ｋ 小学２年生
北越谷校 Ｋ．Ｎ 小学２年生
多治見校 Ｔ．Ｈ 小学２年生
天王寺校 Ｙ．Ｌ 小学２年生
鳴海校 Ｈ．Ｅ 小学２年生
宮崎カリーノ校 Ｓ．Ｓ 小学２年生
会津若松校 Ａ．Ｔ 小学３年生
昭島モリタウン校 Ｆ．Ｒ 小学３年生
秋田アルス校 Ｓ．Ｔ 小学３年生
生駒校 Ｙ．Ｍ 小学３年生
上田校 Ｓ．Ｔ 小学３年生
千里中央校 Ｎ．Ｅ 小学３年生
つくば駅前校 Ａ．Ｓ 小学３年生
つくば駅前校 Ｓ．Ｙ 小学３年生
中野マルイ校 Ｈ．Ｉ 小学３年生
光が丘校 Ｓ．Ｓ 小学３年生
ミーツ国分寺校 Ｒ．Ｙ 小学３年生
溝の口ノクティプラザ校 Ａ．Ｋ 小学３年生
目白校 Ｆ．Ｍ 小学３年生
秋田アルス校 Ｋ．Ｈ 小学４年生
アリオ仙台泉校 Ｋ．Ｉ 小学４年生
池田校 Ｈ．Ｋ 小学４年生
池田校 Ｏ．Ｈ 小学４年生
大泉学園校 Ｙ．Ｔ 小学４年生
北越谷校 Ｙ．Ｏ 小学４年生
熊谷アズ校 Ｓ．Ｍ 小学４年生
久留米校 Ｋ．Ｓ 小学４年生
高蔵寺校 Ｕ．Ｍ 小学４年生
品川駅前校 Ｓ．Ｉ 小学４年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｍ．Ｋ 小学４年生
多治見校 Ｙ．Ｉ 小学４年生
豊中校 Ｓ．Ｎ 小学４年生
豊中校 Ｙ．Ｓ 小学４年生
豊中校 Ｔ．Ｉ 小学４年生
半田校 Ｓ．Ｍ 小学４年生
松戸校 Ｔ．Ｍ 小学４年生
盛岡MOSSビル校 Ｔ．Ｋ 小学４年生
犬山校 Ｗ．Ｙ 小学５年生
エスパル山形校 Ｙ．Ｈ 小学５年生
大泉学園校 Ｒ．Ｎ 小学５年生
大橋校 Ｏ．Ｎ 小学５年生
大府校 Ｋ．Ｔ 小学５年生
大府校 Ｓ．Ｓ 小学５年生
小山校 Ｒ．Ｏ 小学５年生
各務原校 Ｃ．Ｇ 小学５年生
鹿児島天文館校 Ｒ．Ｔ 小学５年生
春日部校 Ｋ．Ｙ 小学５年生
金沢八景校 Ｔ．Ｍ 小学５年生
かにえ校 Ｒ．Ｋ 小学５年生
北千住校 Ｈ．Ｓ 小学５年生
吉祥寺校 Ｋ．Ｋ 小学５年生
京橋校 Ｎ．Ｙ 小学５年生
桐生校 Ｋ．Ｉ 小学５年生
佐世保校 Ｙ．Ｋ 小学５年生
札幌駅北口校 Ｋ．Ｙ 小学５年生
志木校 Ｈ．Ｋ 小学５年生
品川駅前校 Ｒ．Ｎ 小学５年生
自由が丘東急ビル校 Ｍ．Ｔ 小学５年生
新越谷校 Ｋ．Ｓ 小学５年生
千里中央校 Ｔ．Ｔ 小学５年生
千里中央校 Ｓ．Ｙ 小学５年生
高松校 Ｋ．Ａ 小学５年生
つくば駅前校 Ｙ．Ｔ 小学５年生
徳島校 Ｋ．Ｈ 小学５年生
中村公園校 Ｍ．Ｎ 小学５年生
八王子校 Ａ．Ｍ 小学５年生
原校 Ｒ．Ｈ 小学５年生
半田校 Ｍ．Ｓ 小学５年生
緑井スカイステージ校 Ｍ．Ｉ 小学５年生
山口校 Ｋ．Ｈ 小学５年生
会津若松校 Ｈ．Ｉ 小学６年生
上尾校 Ｙ．Ｆ 小学６年生

麻生校 Ｙ．Ｋ 小学６年生
アトレ川越校 Ｓ．Ｋ 小学６年生
安城校 Ｓ．Ｂ 小学６年生
安城校 Ｋ．Ｋ 小学６年生
池田校 Ｋ．Ｈ 小学６年生
池田校 Ｃ．Ｓ 小学６年生
泉佐野校 Ｋ．Ｏ 小学６年生
犬山校 Ｎ．Ｋ 小学６年生
宇部校 Ｙ．Ｏ 小学６年生
大橋校 Ｒ．Ｉ 小学６年生
大橋校 Ｒ．Ｋ 小学６年生
大府校 Ｍ．Ｎ 小学６年生
大府校 Ｔ．Ｍ 小学６年生
岡崎南校 Ｙ．Ｓ 小学６年生
小山校 Ｍ．Ｙ 小学６年生
勝川校 Ｋ．Ｋ 小学６年生
かにえ校 Ｋ．Ｔ 小学６年生
川西モザイクボックス校 Ｍ．Ｙ 小学６年生
川西モザイクボックス校 Ｋ．Ｈ 小学６年生
北千住校 Ａ．Ｏ 小学６年生
吉祥寺校 Ｒ．Ｋ 小学６年生
熊本校 Ｙ．Ｏ 小学６年生
甲府校 Ｚ．Ａ 小学６年生
小牧校 Ｋ．Ｉ 小学６年生
相模大野SS校 Ｎ．Ｓ 小学６年生
札幌本校 Ａ．Ｎ 小学６年生
札幌本校 Ｋ．Ｓ 小学６年生
札幌本校 Ｍ．Ｋ 小学６年生
三田ウッディタウン校 Ｙ．Ｙ 小学６年生
三田ウッディタウン校 Ｈ．Ａ 小学６年生
自由が丘東急ビル校 Ｙ．Ｏ 小学６年生
新宿南口校 Ｙ．Ｏ 小学６年生
鈴鹿校 Ｒ．Ｔ 小学６年生
諏訪SP校 Ｈ．Ｕ 小学６年生
仙台ロフト校 Ｍ．Ｈ 小学６年生
仙台ロフト校 Ｍ．Ｔ 小学６年生
千里中央校 Ｈ．Ｋ 小学６年生
高松校 Ｋ．Ｎ 小学６年生
高松校 Ｋ．Ｆ 小学６年生
高松校 Ｓ．Ｓ 小学６年生
高松校 Ｅ．Ｋ 小学６年生
宝塚ソリオ校 Ｋ．Ｙ 小学６年生
宝塚ソリオ校 Ｍ．Ｈ 小学６年生
宝塚ソリオ校 Ｙ．Ｆ 小学６年生
千葉センシティ校 Ｙ．Ｓ 小学６年生
塚口校 Ｋ．Ｓ 小学６年生
つくば駅前校 Ｓ．Ｙ 小学６年生
つくば桜校 Ｋ．Ｓ 小学６年生
つくば桜校 Ｏ．Ｋ 小学６年生
中村公園校 Ｋ．Ｓ 小学６年生
中村公園校 Ｍ．Ｔ 小学６年生
中村公園校 Ａ．Ｔ 小学６年生
西新井校 Ｓ．Ｈ 小学６年生
橋本校 Ｓ．Ｙ 小学６年生
東広島校 Ｔ．Ｏ 小学６年生
光が丘校 Ｍ．Ｋ 小学６年生
平塚校 Ｎ．Ｙ 小学６年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｒ．Ｎ 小学６年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｍ．Ｋ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｆ．Ｋ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｓ．Ｔ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｙ．Ｙ 小学６年生
緑井スカイステージ校 Ｒ．Ｈ 小学６年生
武蔵小杉校 Ｈ．Ｎ 小学６年生
姪浜校 Ｋ．Ｋ 小学６年生
本八幡校 Ｓ．Ｉ 小学６年生
本八幡校 Ｒ．Ｍ 小学６年生
山口校 Ｙ．Ｙ 小学６年生
横浜本校 Ｓ．Ｆ 小学６年生
楽々園校 Ｎ．Ｄ 小学６年生
楽々園校 Ｈ．Ｋ 小学６年生
和光市駅前校 Ｍ．Ｋ 小学６年生

豊中校 Ｍ.Ｙ 小学４年生
目白校 Ｔ.Ｋ 小学５年生
諏訪ＳＰ校 Ｍ.Ｋ 小学６年生
千里中央校 Ｎ.Ｎ 小学６年生
調布校 Ｈ.Ｈ 小学６年生
鳴海校 Ｍ.Ｍ 小学６年生
泉佐野校 Ｋ.Ｆ 中学１年生
エルミこうのす校 Ｎ.Ｙ 中学１年生
北習志野校 Ｆ.Ｋ 中学１年生
西宮北口校 Ｙ.Ｈ 中学１年生
浦和校 Ｓ.Ｉ 中学２年生
柏マルイ校 Ｈ.Ｓ 中学２年生
岐阜校 Ｙ.Ｗ 中学２年生
下北沢校 Ｍ.Ｕ 中学２年生
湘南藤沢オーパ校 Ｍ.Ｗ 中学２年生
多摩センター校 Ｙ.Ｏ 中学２年生

千葉センシティ校 Ｔ.Ｓ 中学２年生
塚口校 Ｍ.Ｈ 中学２年生
つくば桜校 Ｍ.Ｅ 中学２年生
豊中校 Ｋ.Ｓ 中学２年生
長崎校 Ｓ.Ｎ 中学２年生
原校 Ｓ.Ｍ 中学２年生
枚方T-SITE校 Ｈ.Ｆ 中学２年生
福島校 Ａ.Ｔ 中学２年生
溝の口ノクティプラザ校 Ｍ.Ｋ 中学２年生
本八幡校 Ｕ.Ａ 中学２年生
我孫子校 Ｙ.Ｍ 中学３年生
いわきラトブ校 Ｒ.Ｏ 中学３年生
エキシティ広島校 Ｍ.Ｋ 中学３年生
エスパル山形校 Ｋ.Ｓ 中学３年生
大府校 Ｍ.Ｓ 中学３年生
岡山駅前校 Ｔ.Ｍ 中学３年生

掛川校 Ｎ.Ｉ 中学３年生
京橋校 Ｙ.Ｙ 中学３年生
佐賀校 Ｒ.Ｆ 中学３年生
志木校 Ｋ.Ｉ 中学３年生
シャオ西尾校 Ｈ.Ｔ 中学３年生
新さっぽろサンピアザ校 Ｒ.Ｏ 中学３年生
つくば桜校 Ｌ.Ａ 中学３年生
中村公園校 Ｓ.Ｋ 中学３年生
中村公園校 Ｋ.Ｕ 中学３年生
那覇国際通り校 Ｋ.Ｏ 中学３年生
光が丘校 Ｒ.Ｍ 中学３年生
船橋FACE校 Ｒ.Ｈ 中学３年生
松戸校 Ｋ.Ｇ 中学３年生

松山校 Ｈ.Ｎ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｙ.Ｆ 中学３年生
緑井スカイステージ校 Ｈ.Ｉ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ａ.Ｅ 中学３年生
宮崎カリーノ校 Ｓ.Ｆ 中学３年生
目白校 Ｓ.Ｎ 中学３年生
本八幡校 Ｎ.Ｈ 中学３年生
本八幡校 Ｔ.Ｋ 中学３年生
山口校 Ｍ.Ｉ 中学３年生
ラブラ２新潟本校 Ａ.Ｗ 中学３年生
和歌山ガーデンパーク校 Ｗ.Ｉ 中学３年生
蕨校 Ｓ.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

870点 天神校 Ｋ．Ｍ 高校３年生
830点 吉祥寺校 Ｒ．Ｈ 高校１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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英検対策の勉強では、単語帳の単語や熟語を毎日１ページずつ書き、わからない単語は辞書で調べまし
た。また、参考書を読んで内容をまとめたり、問題も解きました。不正解だった問題は振り返りをして、なぜ間
違ったのかをしっかりと確認するようにしました。
イーオンキッズでは楽しく笑顔でレッスンをしてくれ、いつも先生がほめてくれることでやる気につながりま

した。ライティングの練習では、たくさんの例文を教えてもらい、面接の練習も丁寧にしてくれました。英検対
策のために受講したプライベートレッスンでは、苦手分野も重点的にレッスンをしてもらうことで合格につな
がったと思います。
英検を受験することで「挑戦することの大切さ」を学び、合格したことで自信につながりました。合格した
時は、合格の喜びと、たくさん勉強をしたので良かったという安心感があったようです。「次もチャレンジす
る！」と自分から話す息子の姿を見て、「本当に英語が好きで楽しいのだな、小さい頃からイーオンキッズに
通っていて良かったな」と思いました。これからの目標は英語で会話ができるようにこれからも継続して学習
をすることと、小学校卒業までに英検２級に合格することです！

小学校３年生で英検®準２級に合格！

５級と４級で高得点を取得し、本人もやる気が上がっていたので、その流れで３級にチャレンジ。３級では
ライティングが課題でしたが、書きやすいトピックを選んで何回も書き、イーオンキッズでもライティングが練
習できる家庭学習教材を通じて添削してもらい精度を上げていきました。
コミュニケーション面では、何より本人が外国人の先生と話すことが大好きで、毎回積極的に会話をして
いることが一番功を奏しています。語彙はオリジナルの単語カードを作成し、内容が難しいものは自分で絵
を描いて意味を覚える工夫をしました。その他、動画サイトの活用や、こども向け番組を英語で見るなど、あら
ゆる角度で英語に触れる機会を増やすようにしました。
幼児クラスから絵本に親しみ、指で追いながら先生の真似をして発声する、音と文字を合わせる等の作
業をレッスンで習得できていたことが、長文を読むうえでも役に立っています。またイーオンキッズのスピーチ
コンテストに参加して、大勢の前で自分の夢について発表したことも大きな自信になりました。準備段階で
も先生に「かっこいいフレーズ」などを学び、それをスピーチで表現できたことが、英語力の向上にもつな
がったと思います。英検に合格した時は、「やった～！」と家族で抱き合って喜びました。お友達や色々な人
に「３級に合格したよ～！」と嬉しそうに報告しています。
今後は毎週の授業の内容を確実に定着させ、英検も視野にステップアップしていきたいです。

小学校２年生で英検®３級に合格！

宮崎カリーノ校（宮崎県）
イーオンキッズ通学歴：５年

２０２０年　第２回　英検®３級合格 
２０１９年　第３回　英検®４級合格 
２０１９年　第２回　英検®５級合格

佐伯 奏太さん（小学校２年生）
さ　えき そう　た

鳴海校（愛知県）
イーオンキッズ通学歴：６年11ヶ月

２０２０年　第２回　英検®３級合格
２０１８年　第１回　英検®４級合格
２０１７年　第３回　英検®５級合格

一次試験対策は毎日の英語学習に加え、市販の問題集を４冊ほど繰り返し解きました。特に過去問題集を
中心に学習し、問題の出題傾向、時間配分を考慮しながら弱点を見極めて対策を行いました。単語は文中に出
たものを自然に覚える方が合っているため、知らない単語があれば都度辞書で調べて覚えるようにしました。
イーオンキッズではプライベートレッスンを受講しており、二次試験前には面接対策をしてもらいました。担任の
先生には細かいイントネーションや表情に至るまで丁寧にご指導いただき、またカウンセラーさんには出題傾向
の注意点、二次試験会場での過ごし方など細かい点まで教えていただきました。おかげでリーディングとアティ
チュードでは満点を取得でき、大変感謝しています。
レッスンでは楽しく学習をする工夫を盛り込んでくださるので、先生との時間を毎回とても楽しみにしています。
本人にちゃんと会話ができているか聞くと、もちろん！とのこと。きっとまだ言いたいことを上手く伝えられない場面
も多々あると思いますが、先生が上手に聞き出し、会話をつなげてくれているのだと思います。とまどうことなく楽
しく会話し学習できるところがイーオンキッズの魅力だと感じています。
今回、一次試験でのCSEスコアが準2級合格ラインに到達していたため、準2級に向けて大変自信を持った

ようです。試験合格という目標ができ、さらに英語学習のモチベーションが上がったように感じます。今後の目標
は、2021年度中に準2級合格はもちろん、2級まで挑戦したいそうです。

小学校２年生で英検®３級に合格！

榎本 隼士さん（小学校２年生）
えの  もと はや　と

会津若松校（福島県）
イーオンキッズ通学歴：６年５ヶ月
海外経験：アメリカ合衆国　１週間を４回

２０２０年　第２回　英検®準２級合格
２０１９年　第３回　英検®３級合格
２０１９年　第２回　英検®４級合格
２０１９年　第１回　英検®５級合格

木下 未來斗さん（小学校３年生）
きの した み 　く　 と

スーパーキッズ
小学校6年生までに英検®3級以上、
中学生で英検®2級以上、
高校生で英検®準1級以上に合格した、
成績優秀者「Super Kids」に
インタビューしてみました！ 
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諏訪ステーションパーク校（長野県）
イーオンキッズ通学歴：７年

２０２０年　第２回　英検®２級合格
２０１９年　第２回　英検®準２級合格
２０１９年　第１回　英検®３級合格
２０１８年　第２回　英検®４級合格
２０１８年　第１回　英検®５級合格

工藤 真維さん（小学校６年生）
く　どう ま　 い

目白校（東京都）
イーオンキッズ通学歴：５年10ヶ月
海外経験：アメリカ合衆国　３週間

２０２０年　第２回　英検®２級合格
２０１８年　第３回　英検®準２級合格
２０１８年　第２回　英検®３級合格
２０１８年　第１回　英検®４級合格
２０１７年　第３回　英検®５級合格

小池 太路さん（小学校５年生）
こ　いけ た　 ろ

松戸校（千葉県）
イーオンキッズ通学歴：８年７ヶ月
海外経験：アメリカ合衆国　１年

２０２０年　第２回　英検®準１級合格

高橋 宏昌さん（中学校３年生）
たか  はし ひろ まさ

英検対策では単語帳を購入し、学校にも持っていって、隙間時間には覚えていない単語を繰り返し声に
出して練習しました。また、参考書を使って過去問を解いたり、ライティングとリスニングの対策もしました。
ライティング、リスニングともに、たくさん問題を解き、様々な内容に触れることで問題に慣れることができま
した。
イーオンキッズの会話クラスでは、外国人の先生と緊張しないで話す練習になりました。また文法クラス
では、時間が余るとその日に習った文法を使い、文を作る練習をしたので、構文力がついたと思います。他
にも二次試験対策で受講したプライベートレッスンでは、先生が文法を指摘してくれたり、コツを教えてくれ
たのでとても役に立ちました。
カウンセラーの方や先生にいつも励ましてもらい、合格した時にはほめてくださったことが嬉しかったです。

また、諏訪ステーションパーク校のホームページでも今回の合格について紹介してくれているのを見て嬉し
かったです。
英検２級合格を目標に頑張ってきたので、達成できて自信につながりました。また周りの友達や先生から

も驚かれて、高い目標を達成できたのだと実感しています。これからの目標は日常会話ができるくらい英語力
を上げることです。英語を使ってたくさんの人とつながることができたらとても嬉しいです。

小学校６年生で英検®２級に合格！

自宅では苦手な単語・熟語と英作文を中心に学習しました。単語・熟語は音読と書くことを繰り返し、文
章中での使われ方も考えながら学習しました。英作文は、先生からの課題だけでなく、テレビや新聞から英
作文の問題になりそうなトピックについて意見を話し合うようにしていました。
楽しくてテンポの良い会話のレッスンの中で知らず知らずのうちに単語や会話が身に付きました。英検の
時期に合わせて追加したプライベートレッスンでは、先生が息子の性格や学習の取り組み方をよく理解しな
がら進めてくださり、無理なく確実に学習ができました。また単語・熟語に良いテキストや自宅での学習方法
などを聞くといつも的確なアドバイスをくださり感謝しています。息子に合格を伝えた時は喜んでいましたが、
それよりも目白校の先生方、カウンセラーの方に「おめでとう！」と言ってもらえたことが本当に嬉しかったと
言っていました。苦手な単語と熟語の学習を嫌がったこともありました。しかし繰り返し学習し、積み重ねるこ
とで結果を得られ、それが大きな喜びにつながると実感できたようで、さらに学習意欲を持って英語に取り組
んでいます。
今後も大好きな英語を無理せず楽しく、でも少し頑張って学習をしていきたいと思っています。また英検
準１級は日々の学習をしっかり積み重ねてからチャレンジしたいです。今年の夏にはきっと多くの外国人が
来日すると願っているので、困っている人を助けたいと息子は英語を話す機会を楽しみにしています。

小学校５年生で英検®２級に合格！

イーオンキッズでは主に文を通して単語の暗記、先生から解き方を教わりながらリーディング・リスニングの
参考書を使って演習、週１・２枚のペースでライティングの添削をしていただきました。自宅では時間を意識し
た演習、単語の暗記、レッスンを思い出しながら課題を意識した演習をしました。一次試験の２週間程前か
らはひたすら過去問を解きました。二次試験の対策はイーオンキッズでは本番を想定した演習を行い、家で
は一人で受け答えの練習もしました。
イーオンキッズでは細かいところまでしっかりと指導・添削してくれるところが良かったです。レッスン中の自
分の解答やライティングの文章に真摯に向き合って、どのように考え、解いていくのが良いかなどを、自分が
気付かない点までしっかり教えてくれました。また、あまり試験に対してポジティブに考えられないことが多くあ
りましたが、先生方・カウンセラーの方の「あなたならできる」という言葉が励みになりました。
今回の合格で自分の英語力が着実に向上していることを実感し、また次の挑戦への意欲につながったと

強く感じます。これが二度目の準１級の挑戦であり、また中学校最後の英検受験だったので、合格がわかっ
た時は安心感と達成感が大きかったです。
今回わかった自分の強みを伸ばし、弱点をしっかり補っていけるように、そしていつかはネイティブのように
英語を使いこなせるようになるために、これからも英語学習を継続していきます。

中学3年生で英検®準1級に合格！
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イーオンキッズでは小学校６年生までに英検®３級、中学校卒業までに英検®２級合格を目標とし、英語4技能をバラ
ンスよく伸ばせるカリキュラムでレッスンを行っています。
英検®学習のメリットは英語学習のきっかけやモチベーションにもつながることです。「この級に合格したい！」という
明確な目標を作ることもでき、合格することで英語への自信をつけることもできます。
この度、英会話コースにプラスすることでさらに効率よく英検®合格を目指せる新しいコンテンツが登場しました！ 
お子様の学習ペースや目標に合わせて、ぜひご活用ください！

レッスンの予習復習にご利用いただいている生徒様専用の学習サイト「イーオンキッズアイクラブ」。
そんなアイクラブに新しく英検対策コンテンツが2021年4月から登場します！
気軽に英検の問題を試すこともできるので、今すぐではなく将来的に英検を受験したいというお子様にもピッタリ。
また、英語4技能強化や受験対策に活用いただくことも可能です。ぜひ皆様ご利用くださいね！

アイクラブでの勉強方法は担任教師やカウンセラーに聞いてみてくださいね。
また、まだアイクラブを使ったことがない方は、新規登録が必要になります。ご不明な点はスクールスタッフへお尋ねください。

通常レッスンに英検®対策コンテンツや英検®対策コースをプラスするこ
とで４技能がより効率的に身につきます！ また弱点の補強にも最適です！

【イーオンキッズが目指す英検®取得目標レベル（目安）】

レッスンにプラスすることで４技能をより一層鍛える！

□ イーオンキッズ生なら無料で使い放題！
□ 5級～準1級まで対応！ お子様の希望やペースに合わせて学習できる！ （準1級は順次リリース予定）
□ 問題を解いた後には発音再生や詳しい解説があり理解が深まる！
□ 普段の予習復習のようにアイクラブで学習できるので、
　 お子様一人でも安心して学習可能！

イーオンキッズアイクラブに新登場！「英検®対策コンテンツ」！新登場
❶

新コース「英検®対策コース」 2021年4月から新規開講！
さらに英検対策を強化したい！ という方にはこちらがおすすめ！ 新たに「英検対策コース」が開講いたします！
本コースでは「英検合格」を目指すことに加え、お子様の英語力を総合的に伸ばすこともできるカリキュラムになっています。
英検はお子様の学習目標設定や、やる気向上にも最適です。

イーオンキッズのレッスンだけではなく、アイクラブや英検対策コースをプラスして、４技能をより効果的に上げることで、英検合格やその
先にある英語の目標を達成しましょう！
英検に合格した先輩たちの声は本誌P6～P7に掲載しています。みなさんどのような学習をしていたのか、読んでみてくださいね！

教室で英検対策コースを学ぶことでより集中して効率的に学ぶことができます。わからないところをすぐに先生に質問できる点も良いで
すよね。ご興味がある方は、ぜひカウンセラーや担任の先生にご相談くださいね！
※小学校1年生対象の英検５級対策コースは、2021年10月開講を予定しています。　※開講状況は、スクールによって異なります。詳しくはカウンセラーにお問合せください。

□ 通常の英会話コースにプラスして受講することで、効率よく総合的な実力アップが可能！
□ イーオンキッズ自慢の日本人教師が日本語でレッスンを行います。
　 「先生に質問しながら、理解を深めて英検の勉強をしたい」というお子様にぴったり！
□ お友達と一緒にグループで学習することで、お子様のモチベーションもよりアップ！

小学１年生
小学２年生
英検５級～４級

小学５年生
小学６年生
英検４級～３級

小学３年生
小学４年生
英検５級～４級

中学１年生
中学２年生/中学３年生
英検３級～２級

Point
ここが！

Point
ここが！

４技能をバランスよく習得

聞く 話す 読む 書く

会話レッスン
苦手問題を何度も解くことで４技能の弱点を補強

英検®対策コンテンツ

英検取得を目標にテキストに沿って学習。総合的に力をつける
英検®対策コース

新登場
❷

8


