
英会話AEON（以下、イーオン）は、２０１３年２月に広報課を発足して、お陰様で１年となります。報道関係の皆様に改
めて当社の活動を知っていただきたく、 新のFactsheetを作成いたしました。取材の一助となれば幸いです。	

2014年からイーオンは新経営体制に変わりました。	

2014.2	 vol.1	 　	 

　株式会社イーオン（本社所在地：東京都新宿区）は、本年1月1日より
代表取締役社長に三宅義和が就任して、これまでの地域子会社（イー
スト、セントラル、ウエスト）を一つに集約した新しい体制でスタートいたし

ました。会社の意思統一と運営戦略を全国的に迅速化し、時代変化に
より適応できる環境を整え、生徒様へのサービス強化を図ってまいりま

す。また、前株式会社イーオンは、株式会社イーオンホールディングス
に商号変更し、グループ会社の経営管理、並びに関連事業拡大に邁
進する所存です。イーオンの詳細はhttp://www.aeonet.co.jp/をご参照

ください。	

株式会社イーオン　広報課	

	
お問い合わせ	
TEL：03-5381-0212　（担当：森田）	
 E-mail:smorita@corp.aeonet.co.jp 	
URL：http://www.aeonet.co.jp/	

日本人の英語力を世界で通用するレベルへ	

　グローバル化が進む中で、これからも日本が発展していくためには、	
世界共通の言葉である英語を使いこなせる人材の育成が、日本の将来を	
決めるくらい大きな課題だと感じています。　	

　英語上達のためには、教師・教材・カリキュラム、そして学習法をお伝えす	
ることが大変重要です。日本人の英語学習者が伸び悩む理由の一つに、正	

しい学習法を教わったことがないことが挙げられます。私どもでは、日本を代	
表するIT企業の社員様向けの英語研修を担当させて頂きましたが、先方から	
の強い要望でTOEIC®テスト満点・ハイスコアの日本人教師を派遣いたしまし	

た。それぞれのレベルに合わせた正しい学習法を指導させていただき、成果	
を上げています。	

イーオンのこだわり①　　教師の質とモチベーション	

外国人教師の99％は海外で採用。　日本の社会保険完備の安心感の中、高いモチベーションで	
来日しています。　	

　 イーオンでは、限られた時間の中で通学していただいている生徒様の思いに応えるために、良質
な教師の存在が不可欠だと考えます。そこで当社では、教師の採用に注力し、特に外国人教師の
採用では創業早期から海外拠点にリクルーターを常駐させ、現地採用を行っています。イーオンに

在籍する外国人教師の99％は海外で採用され、日本人に英語を教えるという熱い使命感をもって
来日しています。	

　 また、フルタイムの外国人教師には日本の社会保険制度に加入させており、安心して働ける環境
を提供しています。社会保険を完備することで良い人材の応募が増え、優秀な外国人教師を確保
することができ、生徒に良質なレッスンを提供し続けることが可能になっています。	

　　　　　　　　　　　ＮＹオフィスはロンドン（年3回）、シカゴ（年2回～3回）、アトランタ（2回）、トロント（2回）、他ノー
スキャロライナ、フロリダ、オハイオ、ボストン等、毎年様々な州・都市で採用を行っています。ＬＡオフィスは北米
西側だけではなく、ハワイやシドニーへ採用に出向いています。	

【海外採用】	

株式会社イーオン　 
代表取締役社長 三宅義和 
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日本人教師は、TOEIC®テスト満点教師８０人を中心に、ハイスコア保持者が多数在籍。生徒様　　　	
の一番身近な学習目標者です。	

　日本人教師は、日本人として生徒様の学習模範となるよう
な、自らも学びつづけることを忘れない人材を確保し、継続
的なTOEIC®テストの受験を推奨しています。その結果、当

社に多数在籍するTOEIC®テストスコア満点（990点）、及び
ハイスコアの日本人教師は、攻略ポイントの指導など生徒の

学習モチベーションアップを支援する役割を果たしています。
また、同じ日本人として努力して英語を習得した経験は、生
徒様の「こうなりたい！」という目標になっています。	

菅井幸子　 
教務課トレーナー 

箱田勝良　 
法人部 教務コーディネーター 

TOEIC®テスト満点（990）教師	

イーオンのこだわり②　　カリキュラムと教材	

　当社では、独自の語学学習研究機関「イーオン語学教育
研究所（以下、語研）」を併設し、日本人にとって 適な英語
学習法とは何か、上達のためにどのようなカリキュラム、メソッ

ドが有効か、それを具体化したレッスンや教材はどうあるべ
きか、などの研究を行い、カリキュラムに反映しています。独

自開発の教材には、市販教材ではカバーしきれないイーオ
ンのメソッドや考え方を取り入れており、現場で生徒様と教
師がどのような課題があるかを常に考え、改善していきなが

ら生徒様の効果的な英語学習に貢献しています。	

独自の語学学習研究機関「イーオン語学教育研究所」を併設し、オリジナル教材を開発しています。	

日本人のためのテキスト[イーオンで始める理由]│英会話スクール・教室ならAEON イーオン｜よくあるご質問｜サイトマップ｜生徒様用ページ｜

「正確な英会話力」を短期間で身につける
少人数制レッスン用テキストです。
英会話が初めての方から、ビジネスで通用
する本格的な英語力を習得したい方まで、
レベルに合わせて揃えています。

実際の場面や具体的な目的を想定した実践
型のレッスン（イーオンの代表的なレッス
ン）用テキストです。
異文化の習慣やマナーも同時に学べ、コ
ミュニケーション能力を養います。

目標スコアごとに3レベルのテキストをご用
意。それぞれのレベルに応じて短期間でスコ
アアップを実現するための、基本的な文法、
語彙、リスニング、リーディングなど基礎力
強化とストラテジーの学習を行います。

英会話イーオン総合TOP ＞ イーオンで始める理由 ＞ 日本人のためのテキスト

イーオンのレッスンが「わかりやすい」「上達しやすい」といわれるのは、「イーオン語学教育研究所」という、大きな縁の下の力持ちの存
在があるから。日本人の英語力向上のために、どのようなメソッド・カリキュラムが有効かを研究し、コースや教材を開発しています。

イーオンが大切に考えていることは、単語を並べるだけではなく、文章で話す力を身につけること。カラフルなイラストが満載のテキストで
楽しくレッスンを受けながら、「話す、聞く、読む、書く」の4技能すべてを効率よく学べ、正確で洗練された英語が身につきます。

日本で生活しながら英会話を習得するには、ポイントをしぼって学習することが大切です。それぞれのコースと期間に合わせて作られたテキ
ストだから、短期間での上達が望めます。

先進技術の「デジタルレッスン」を本格導入して、より早い上達のためのレッスンを実施しています。	

　設立から40年のノウハウ・実績に先進性・革新性を取り入れた試みとして、「デジタルレッスン」*を
2013年5月より本格導入いたしました。イーオンが独自開発したレッスン用アプリケーションを用い、
教師がiPad®を操作してレッスンに必要な情報を表示させます。イラストや文字、写真などの豊富な

画像で、話す内容をイメージしやすくしています。また、画像の切り替わりが早く、スピーディにレッス
ンが進むため、効率のよいレッスンが可能になります。	

＊「デジタルレッスン」のシステムにはiPadのレッスン用アプリケーション、AppleTVを採用しています。 「iPad」、
「AppleTV」はApple Inc.の登録商標です。	

デジタルレッスンの様子	

教師はiPad®を操作	

生徒様は生徒専用のモニターを見ながらレッスンを 
受講。レッスン効率化を図ります。 



イーオンのこだわり③　　健全経営	

授業料の支払いに関する生徒様の不安や疑問を解消し、安心して学んでいただくために、	
「前受金分別信託制度」を実施しています。	

通常、多くの英会話学校は、大学や専門学校と同じように生徒様から授業料を前納していただく
ことで、クラス編成や教師配置の計画性を高め、学校運営を安定させていく経営方法を取って
います。 イーオングループ会社も一部のコースを除き授業料は前納制ですが、その前納された

授業料の50％を通常の運営資金から切り離し保全するために、みずほ信託銀行株式会社との
間で分別信託制度を導入しています。授業料等の支払いにまつわる生徒様の不安や疑問を解

消し、安心して受講していただくためのものです。過去において業界の大手校が経営破綻した
時、多くの受講者が前払いした授業料が返還されないという事態が生じました。未経過授業料
の50％を信託保全することにより、将来的に万一弊社グループ会社の事業が継続困難になった

時でも、この保全額相当分は確実に生徒様全員に返還保証されることになります。 	
さらに、分別管理後におきましても、保有する手元流動性資金（現金、預金、有価証券等）で、

前受金の全額を十分まかなうことが可能です。	

英語学習には時間がかかり、地道な努力を要します。生徒様に満足いただけるレッスンを提供
するためには、お一人お一人の顔を見ながら、それぞれの思いに応えることが大切と考え、拡大
のペースを急がず、全校直営しております。何度かの英会話ブーム期にも、じっくりとマイペース

を守り、業界内でも良好な財務体質を誇っています。	

                株式会社mpi松香フォニックスの株式を100％取得	

独自の教育メソッドを持つリーディングカンパニー mpiを（株）イーオンホールディングスの小会社化
することで、日本の子供向け英語教育の更なる向上を目指します。	

News!	

　mpiは、1979年に設立され、英語の発音とつづりの規則性を学習する「フォニックス※」学習法の第一
人者、松香洋子を擁して、英語教材の出版、小学校英語の指導、英会話教室の運営などを行う国内の
子供向け英語教育のリーディングカンパニーです。 

　（株）イーオンホールディングスでは、mpiが持つクオリティの高い子供向け英語教育メソッド・教材と、
イーオングループ各社のもつ教育ノウハウの相乗効果により、今まで以上にレベルの高い英語教育をご

提供できるようになると考えています。また、全国に約400教室あるmpiのパートナー英語教室で学ぶ中
学生（15歳）までの受講生に対しても、イーオンの高校生コースなどをシームレスにご提供できる環境が
構築され、双方でシナジー効果の高い事業運営が可能になると考えています。 

　これにより、mpiはもちろんのこと、イーオンの受講生にとっても、よりクオリティの高い、そして一貫した
英語教育の場をご提供する体制が構築され、日本の英語教育の更なる向上に貢献できるものと考えて

います。	

　　　　　　　　　　　　　　もともと英語圏の子どもたちに読み書きを教えるために開発されたもので、英
語の「音」を「文字」に結びつけるためのルールを学ぶ音声学習法です。フォニックスの効能は、自
分で英単語を読める、書けるようになること、また、それによって自立した学習者を育てることです。 　　	

　フォニックスを使うと中学校の英語教科書の70％が読めるという調査結果もあり、mpiのフォニックス
教材は15年前より公立中学校で毎年10万冊採用されています。また近年では、公立小学校外国語

活動の現場でも採用が増えています。	

【フォニックスとは】	



毎年約10％ずつ入学者数が増加。中でもベビークラスが人気！	  

資格試験を受けるキッズが増加！しかも低年齢から。	

　イーオンキッズでは子どもたちの成長を形にするために、国連英検ジュニアテスト、
児童英検、実用英検、TOEIC Bridge®テストなどの資格取得を目指します。	

　2013年度第２回実用英検に全国で延べ2,229人のイーオンキッズ生が受験して1,606人が合格しました。	
　　（前年度は1,894人のイーオンキッズ生が受験して1,336人が合格しました。）	
この7１.2%と高い水準の合格率は、日本英語検定協会が発表している合格率(52.1%）を大きく上回る結果と

なっています。合格者年齢では、2級に小学４年生、準1級に小学6年生の 年少合格者が誕生いたしました。
イーオンキッズの受験者学齢が年々低年齢化しているのも特徴です。	

　近年の傾向として、1・2歳を対象とする「ベビーコース」の入学者が急増。2013年は
その人数が2010年の119％となっています（キッズクラス全体では115％）。幼児期は
聴覚が優れており、英語特有の音を正しく聞き取り、そのまま真似をすることができま
す。また脳に日本語と英語の区別がなく、この時期から始めることで日本語と英語の
ふたつのチャネルができ、「勉強」としてではなく「遊び」の中で自然に習得していくこ
とで大きな成果が期待できます。	
　また、2013年4月に小学3-6年生対象に、文法用新教材を使用したコースを導入。	
小学生のうちに英検3〜5級レベルの文法を学習し、「聞いて話せる」に加え「読んで
書ける」英語力の基礎を固めることを目標にしたところ、生徒の英検合格率がさらに	
上がり始めました。同時に新設文法コースを含めた「週３回通学のスーパーキッズ
コース」が人気で、今年１月にはイーオンキッズ対前年120％の入学希望者となって
います。	

【イーオンキッズ全体　合格率】	

※色つきの箇所がイーオンキッズ生の合格率になります。	
※英検協会の合格率は一般も含む全受験者に対するものです。	

※イーオンキッズの合格率は中学３年までの受験者に対する数値です。	

英検合格率72.1％！イーオンキッズの実力の証です。	

レッスンでは、自分のレベルに合う指導や適切なアドバイスをもらい、色々相談できる
ので助かっています。教材も分かりやすく、家庭学習ができやすい作りになっている
のも嬉しいです。英語資格に対しては、そもそもイーオンで勧められなければ受けて
いなかったかもしれません。それぞれの級で必要な勉強をその都度教えて頂きまし
た。元々映画が大好きで、英語で映画を観て楽しんでいましたが、イーオンで英検を

受けるようになってから、より家庭学習に力が入りました。	

2013年国連英検Cコース満点！2014年英検５級受験した６歳！　　　　　　　　　	

英検対策や受験する生徒対象のクラスがあり、一人一人の要望に合わせた特別レッ
スンが充実しているところが気に入っています。自宅では、朝・夜30分を各々会話と教
材を使って学習しています。先生方のご指導のおかげで、イーオンキッズの教材の絵
本の音読をすることが日課になっています。外国人の大人達にも臆せず話しかける事
ができるようになったのは、レッスンの大きな成果です。	

【年齢別　合格率】	

旺文社と共同開発した 
文法用新教材	

髙吉保乃香さん　	
塚口校（兵庫県）	

新藤綾乃さん　	
日吉東急アベニュー校	
（神奈川県）	
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※以下2013年度第２回実用英検を対象とした調査	

スーパーキッズ！ー英語資格で顕著な成績を上げている生徒たちー	

英検準１級を取得した中学３年生！　　　　　　　　　	

※色つきの箇所が日本英語検定協会HPの合格率より高い場合です。	



■英語でプロバスケを応援しよう！　英会話イーオンpresents	  
    プロバスケットボールリーグNBDL2013-2014第15節 
     [東京エクセレンス vs.大塚商会アルファーズ開催] 2014年２月２２・２３日 

最新TOPICS	

■2014年 英会話イーオンのイメージキャラクターに女優の石原さとみさんを起用	
　　〜生徒として、イーオンでレッスン継続中！〜　　　	

●1973 	創立	
	

●1976 	オリジナル教材開発　⇒　1988年：TOEFLテスト、TOEICテスト、英検などの試験対策コース、	
	海外旅行、リスニング強化等の目的別オリジナル教材開発本格化。	

	

●1979 	カリフォルニア州に外国人教師採用拠点を開設。アメリカ人教師を全て現地採用に踏み切る。	
	

●1985 	独自のL&Aメソッドを開発。ループシステムのラウンドアップレッスン導入。	
。	

●1989 	CI導入。　イーオンに社名変更。本社ビル（岡山）竣工。	
	

●1993 	全国外国語教育振興協会（全外協）に加盟。	
	

●2003 	インターネットと電話を利用したオンラインリアルタイム英語教育スクール「AEONET 　	
　　　　　　　　　　 ACADEMY」を開設。同年、旧（株）ICS国際教育センターを子会社化。社名を（株）留学ジャーナル
	 と変更する。	

●2004 	中国語学校・ハオ中国語アカデミー開校。	
	

●2006 	株式会社イーオンがプライバシーマーク取得。	
	

●2007 	株式会社イーオン・イースト・ジャパンがプライバシーマーク取得。	
	

●2010 	 「前受金分別信託制度」開始。 	預かり授業料の約５０％を「みずほ信託銀行」信託保全。 	
	

●2012　　　　　　TOEIC®テスト満点教師が教える「超」勉強本発刊。	
	

●2013 	株式会社イーオン創立40周年。iPad®を使ったデジタルレッスン本格導入。	

　会社沿革　（抜粋）	  

画像提供=東京エクセレンス	

イーオンは、スポーツ振興活動及び、英語の活用機会の創出を目的に、初めて「東京エク
セレンス」の試合をサポートします。“英語でプロバスケを応援しよう！”を合い言葉に、英語
で応援する「All English Zone」や、試合終了後のヒーローインタビューを英語で行う「英語イ
ンタビューに挑戦しよう」など、英語を実践的に活用できるイベントも行います。	

■今年でイーオン通学歴15年の生徒様159名に感謝状と名入りボールペンを贈呈！	

イーオンでは毎年、15年間通学していただいている生徒様に、感謝状
と名入りボールペンを贈呈させていただいています。今年は全国で159
名。男性58名、女性101名いらっしゃいました。15年もイーオンのレッス
ンを続けていただいていることに、心から感謝いたします。	

2014年 イーオンノイメージキャラクターに女優の石原さとみさんを起用していま
す。石原さんは昨年の6月にイーオンでレッスンを始めてから、今も忙しい仕事
の合間を縫ってレッスンを継続中です。	
「イーオンの先生方がしっかりサポートしてくださるので、前以上に英会話をする
ことが好きになりましたし、リラックスしてレッスンを楽しんでいます。 」と	
コメントしています。　石原さとみさんのレッスン動画がご覧いただけます。	
 

【さとみのレッスンレポート】　http://www.aeonet.co.jp/satomi/ 




