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「全国外国語教育振興協会」（略称・全外協）は、外国語教育事業の健全な
発展・向上を目的として文部省（現・文部科学省）の指導のもと、平成3年に
設立。加盟校は、明確なガイドラインと倫理規定に基づく公正な学校運営を
行い、真の国際人の育成に情熱を傾けています。「全外協」に加盟しているか
どうかは、健全な運営が行われているかどうかをはかるバロメーターでも
あり、外国語学校をお選びになる際の基準としてお役立てください。

Elementary school

Junior high school



イーオンキッズは、

子どもたちに英語を通して

「時代を生き抜く力」を

養って欲しいと考えています。

イーオンキッズ教育方針

イーオンキッズ教育理念
英語をコミュニケーションの手段として使いこなし、グローバルに活躍することで、
よりよい世界を作ることに貢献できる国際人を育てます。
生涯にわたり自分を高めていける自律した学習態度の基礎を養います。

英語の4技能「聞く・話す・読む・書く」をバランスよく習得すると同時に、
その知識を「使いこなす力」を育成します。

英語を学習することを通して難しい課題に直面しても、
自分で考え、何とか解決しようとする意欲や態度を育てます。

英語を使って人前で堂 と々自分の意見を伝えたり、発表したりする表現力・
人の話を積極的に聞く力・仲間と議論するコミュニケーション力を育成します。

確実な英語力をつけて資格試験に積極的にチャレンジすることで、
子どもの上達実感と自信を養います。
小学生で英検®3級、中学生で英検®準2～2級、高校生で英検®2級～準１級、
大学生でTOEIC® L&R テスト800点以上取得を目標として指導を行います。

英語を学ぶことを通して、
世界中の人や自然とよりよい関係を築いていくための素地を作ります。
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小学生から中学生の時期は、記憶力や理解力に優れ、論理的思考力も育ってくるため「学びの
時期」と言われます。この時期に習得した知識は、その後の人生の土台を形成する重要なものと
して一生の財産となっていきます。また、「学びの姿勢」や人との「コミュニケーション力」もこの時期
に形成されると言われています。
英語に関しても同様で、小学生・中学生の時期に習得した英語力は、その後の英語人生に大き
く影響していきます。この吸収力の高い学びに最適な時期に質の高い本物の英語にふれ英語学
習の土台を形成することで、将来英語を使いこなして世界で活躍する人材が育成されます。これ
から世界に羽ばたいて活躍する子どもたちのためにも、この貴重な時期を逃さずに英語の学習を
スタートいただければと思います。

小学生・中学生の時期に
英語学習の土台が形成されます。
だからこそ、この時期に本物の英語に触れることが重要です。



イーオンキッズは、10年後・20年後の
子どもたちの将来を見据えて英語教育を 行っています。

1・2歳
ベビーコース 幼児コース 小学生  コース 中学生コース

1～3年生

高校生からは、イーオンで本格的なレッスンを
継続して受講いただき、実社会で役に立つ本
当の英語力の習得を目指していきます。
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■「公園」「幼稚園」「動物
園」など身近な場面の
単語が言える

■数を数えることができる
■色や動物の名前が言
える

■簡単な挨拶や自己紹
介が出来る

■大文字・小文字を声に
出して読み、書くことが
できるようになる

■教室にあるものの名前
を言う

■誰のものなのかについ
て話す

■家族に関する単語を使う
■家族の特徴について話す
■数を伝える
■衣類について話す
■色について話す
■好きなものを言う
■体の部分の名前を言う

■体の部分について話す
■できることについて話す
■動物の名前を言う
■動物がしていることに
ついて話す

■したいことについて話す
■天気について話す
■アドバイスをする
■家の中にあるものに関
して話す

■ルールについて話す
■病気やけがの話をする
■アドバイスをする
■趣味や興味のあること
について話す

■だれが贈り物をしてく
れたかを話す

■天気について話す
■好き嫌いについて話す
■環境のために何をする
かについて話す

■悪天候に備える話をする
■非常事態について話す
■伝統と習慣について話す
■宇宙について話す
■植物について話す
■世界の地域の名前を
言う

■植物の特徴について話す
■未来について話す

■人が何をしているのか話す
■日課について話す
■ある行動の頻度につい
て話す

■さまざまな交通手段の
名前を言う

■移動の方法について説
明する

■食べ物について話す
■量について話す
■理由を話す

■自由時間にすること
について話す

■感情や気持ちを表
す語句を言う

■好き、嫌いについて
話す

■種類の違う動物を
比較する

■健康、または不健康
な習慣について話す

高校生
大学生

社会人

1・2年生 3・4  年生 5・6年生
3～6歳

高校生/一般コース

■日常会話から、社会性の高い幅広い内容まで理解
したり、意見を述べたり、書いたりすることができる
ようになる

■微妙な心情・ニュアンスを理解したり、表現する
ことができ、ディベートやディスカッションに参加
することが可能になる

■グローバル社会に適用する真の英語力の習得が
目標

600 850730

準1級 1級

成長に合わせて理解力・思考力が高まり、物事を論理的に考えたり、自ら積極的    に学んだりすることができるようになります。社会性も育ち、他者と協力しな
がら課題解決に取り組むことも可能になります。英語も学習能力の高いこの時期    に学ぶことで、グングン力をつけていくことができます。

■英語を知識として「覚える」だけで
なく「使いこなす」ことができる

■平易な英語で書かれた長めの
物語の筋を理解することができる

■関心のあることについて自分の意
見を加えて発表することができ、聞
き手からの質問にも答えることが
できる

■高校受験や資格試験でも十分実力
を発揮できる英語力が身につく

■HelloやSee you等の簡単な
挨拶が言える

■Daddy・Mommy等を口に出
して言える

■好きな動物の名前を繰り返す
ことができる

■5つまでの数を声に出して数
えられる

■保護者様との歌やゲームを
通して英語の音やリズムに親
しむ

STEP UP
小学校・中学校の時期に一生の英語力の土台となる力が養われます。

イーオンキッズで獲得した英語力は
その後の長い人生を歩んでいくための大きな力となり

グローバル社会を生き抜く手段として大切な財産となっていきます。
イーオンでは、生涯にわたり英語力を高めていく事が

できるようにサポートしていきます。

言語獲得の準備段階。大人か
らの英語の語りかけで言語能
力が日本語と共に育ちます。

言語の獲得期。楽しみ
ながら自然に英語を習
得していきます。

総合的な英語力を育てていく時期。
本格的な英語力を獲得します。

■日本の英語教育が変わる！
新しい日本の英語教育の流れ〈知識・暗記中心から表現力・意欲・態度重視へ〉
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日本の英語教育は、コミュニケーション能力の育成を軸に、これまでの「知識をつける教育」から「知識を活用する教育」へと変わろうとしています。

■知識・技能だけでなく、思考力・判断力・表現力、
そして主体性の育成を重視。

～社会において自立的に生きるために必要な「生きる力」の3つのポイント～

■アクティブ・ラーニングの活用
教員による一方通行の授業から、生徒自身が主体的・能動的に
参加する授業・学習。

2020年度より「大学入学共通テスト」が開始します。2023年度までは
「読む・聞く」を測定するマークシート式の試験と「話す」「書く」を加えた
4技能を測定する民間試験を併存させていくことが決定しました。

新学習指導要領では、従来の評価項目（4技能）「聞く」「話す」「読む」
「書く」の「話す」が、①双方向のやり取りと、②発表、それぞれについて
評価されるようになり、トータル5領域の能力の育成へと変化していきます。

＊文部科学省「大学入学者選抜改革について」（平成29年1月15日）

＊平成29年7月現在

大学入試が変わる！ ～4技能重視へ～

今後必要とされる4技能5領域新学習指導要領の方向性

英検®・TOEIC® L&R テストが変わる！

＊L&R means LISTENING AND READING.
TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service（ETS）. 
This publication is not endorsed or approved by ETS.

■TOEIC® L&R テスト

2016年5月より問題形式の一部が変更に。よりオーセンティック
（実際的）なコミュニケーション力をはかる出題形式に変更。
複数の情報源から得られる情報を紐づける能力を重視。

＊英検®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。

2016年度より4技能化に向けて各級で改定が進められています。
2017年度には「準2級」「3級」にライティングテストを導入。
これにより3級以上の全級で4技能試験となります。大学入試で
4技能試験や外部資格の導入が急ピッチで進められる中、
検定試験の活用促進に対応して変更されるものです。

■英検®

■「何を知っているのか」から「何ができるか」へ 21世紀型スキル

知識・技能
生きて働く

の習得
学びに向かう力・人間性
学びを人生や社会に生かそうとする

の涵養（かんよう）
思考力・判断力・表現力
未知の状況にも対応できる

等の育成

2023年度までは、民間試験とマーク式が併存

２０２4年度２０２0年度

民間試験（4技能）

マーク式（2技能）2023年度まで

○
○
×

○
×
○

A大学

B大学

C大学

民間試験 マーク式

○
○
×

○
×
○

A大学

B大学

C大学

民間試験 マーク式

４技能5
領域

「大学入学共通テスト」開始

大学がどちらか選べる



ICT教育の先進性を取り入れた

デジタルレッスン
21世紀型スキルの一翼を担う情報リテラシー、ICTリテラシーを身につけることも、子どもたちがグローバル社会を
生き抜くためには必須です。学校教育においても、ICTの活用による恊働型、双方向型の授業が取り入れられよう
としています。
イーオンキッズでは、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、デジタル機器を活用したレッスンを
行います。イラストや写真、動画を用いた豊富なコンテンツは、子どもたちの想像力を刺激し、豊かな創造性を発揮
させます。

総合的な「英語力」の習得を目指すレッスンです。
イーオンキッズの教師は全員、日本人の子どもに英語を
教えるための研修をクリアした英語教育と児童教育の
プロフェッショナル。厳しい審査によって選び抜かれた
教師陣がお子様の英語習得をサポートします。

イーオンキッズの外国人教師は競争率
10倍以上の厳しい選考の中から採用
された優秀な教師たちです。
採用後も研修で、日本人の子どもたち
に英語を教えるためのスキルをしっかり
と学んでいるプロの教師だから、生きた
英語が身につけられます。
また、外国人教師との楽しいふれあい
を通して「英語で伝えたい」という気持
ちを高めていきます。

英語だけでコミュニケーションするというチャレンジ心を満たしてくれる
外国人教師と、きめ細やかな配慮でお子様の英語力を効果的に
伸ばしていく日本人教師。お子様の個性や英語力にあわせて選択
いただけます。日本人教師と外国人教師を1回ずつ受けていただく
週2回レッスンをおすすめしています。

イーオンキッズの日本人教師は、子ども
の英語教育に情熱をもったバイリンガ
ル教師たちです。
イーオンキッズでは、子どもの教師だか
らと妥協はせず、高い英語力をもった
人材を採用しています。
現在、イーオンの教師には英検®１級取
得者が270名TOEIC® L&R テスト満
点90名が在籍しています。（2016年1月
現在）
また、文法の指導や英検®などの資格
試験対策も教えられるので、受験や資
格取得をしっかりサポートしていきます。

日本人教師

小学生用教材

ENGLISH OCEAN

中学生用教材

ENGLISH JOURNEY

外国人教師

日本人教師と外国人教師のダブルサポート

イーオンキッズの教師
－日本人教師と外国人教師－

イーオンキッズのレッスン－4つの柱－

教師が iPad で操作するとイラストや動画が瞬時にモニターに映し出されます。
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イーオンでは新しい時代の英語教育に対応した、一歩先を行くプログラムを提供します。

英語専門校だからこそできる本物の英語 教育があります。

イーオンキッズの英語教育を支えるのが「語学教育研究
所」。創業当初から日本人の英語力向上のための教授法
と教材の研究開発を続けています。社会人向けのものは
もちろん子どもに関しても、その発達段階や言語習得メカ
ニズムを踏まえ、年齢ごとに最適な学習方法とオリジナル
教材を提供しています。

小学生用・中学生用の教材は、世界的な教材出版社である
センゲージラーニング社と共同開発した教材です。グローバル
社会を生き抜くために必要な、21世紀型スキルをしっかり身につ
けることができます。

イーオンキッズの教材
－語学教育研究所が開発－

Why
AEON KIDS?

■英語力の4つの要素 語彙・文法・音声・ディスコース（言語表現）をカバーすることで
　「英語の総合力（4技能）」を高めます。
■「教え込む」のではなく、「気づかせる」「考えさせる」ことを意識したレッスンです。
■子どもたちから自然に出てくる「英語で伝えたい」という気持ちを大切にしています。

「受信力」と「発信力」を高めるレッスンです。

■すべての情報を理解しようとするのではなく「必要な情報を得る」ことができるようになります。
■間違いを恐れずに自分の意見を言ったり、発表したり、議論したりする力を養成します。
■レッスンを通して「プレゼンテーションスキル」を身につけることができます。
■「どう言うか」ではなく、「何を言うか」を重視します。

「21世紀型スキル」が自然と身につくレッスンです。

■21世紀型スキルとは、「グローバル社会を生き抜くために必要とされる能力」のことです。
■21世紀型スキル
　❶思考の方法
　❷仕事の方法
　❸仕事・学習のツール
　❹世界の中で生きる力

子どもたちの「自ら学ぶ力」を大切にしています。

■「i＋１」実際のレベルよりも少し難しい内容にチャレンジすることで学ぶ力を大きく育てます。
■「レッスン」と「家庭学習」を融合させることで「自ら学習する習慣」を養っていきます。
■「全部を理解しよう」と思うのではなく、「必要なことを理解する」力を育てます。
■「デジタルレッスン」で子どもたちの興味を自然に引き出し、学ぶ意欲を高めます。

創造力　批判的思考　問題解決能力　意思決定能力 など
コミュニケーション力　チームワーク力
情報を得る力　ITを使いこなす力 など
責任感・市民意識 など



イーオンキッズ年間スケジュール

＊資格試験の開催月は変更になる場合があります。

～英語力の上達を実感できる機会がいっぱい！～

■新学期スタート

4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

■ゴールデン
　ウィーク休暇

■実用英検®
■英検®Jr.
■家庭学習フェア
■授業参観

■夏期セミナー
■国連英検ジュニアテスト

■TOEIC Bridge®IP
■海外親子留学ツアー
■国内英語体験キャンプ
■夏休み（1週間）

■実用英検®
■英検®Jr.
■ハロウィーン

■家庭学習フェア
■授業参観

■冬期セミナー
■クリスマス

■実用英検®
■冬休み（1週間）

■TOEIC Bridge®IP
■英検®Jr.

■春期セミナー
■修了証書授与

将来のTOEIC® L&R テスト受験に向けた第一歩として最適なテスト。
実用英検®3級以上の合格者や帰国子女のお子様を対象に受験をお勧めしています。

（財）日本英語検定協会が主催する年間約230万人が受験している国内最大規模の英語検定試験。
幼児期からの英語学習者が増えるなか、小学生の英検®受験者も年々増えています。

（財）日本英語検定協会が主催するリスニングを中心とした合否のない「育成型」テスト。
イーオンキッズでは、対象となるお子様に定期的に受験いただいています。
継続的な受験によりお子様の成長・上達過程を確認できます。

（財）日本国際連合協会が主催するリスニング中心のテスト。
お子様の学習経験に応じて6つのコースが設定されており、それぞれのコースの
合格レベルを点数で1級、2級、3級の3段階に分けて評価し、合格証書をお渡しします。

イーオンキッズ i-CLUB －自宅で楽しみながら英語が学べる－

実用英検®

英検®Jr.

国連英検ジュニアテスト

TOEIC Bridge®IP

イーオンキッズでは、生徒様にレベルや年齢に応じた資格試験の受験をお勧めしています。
日々 のレッスンでの成果を形にすることで上達実感や自信を得ることができます。

発表会 －日々のレッスン成果を発表－
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イーオンキッズでは、レッスン以外のサポー トにも力を入れています。SUPPORT

イーオンキッズの生徒様と保護者様専用の学習サイトです。
ご自宅でも楽しく英語に触れながら、
お子様の英語力をどんどん伸ばしていきます。
■レッスンと連動した楽しく学べる
　デジタルコンテンツが満載です。
■ゲーム感覚で楽しみながら学習するから
　飽きずに続けることができます。
■レッスンで習った内容をしっかり定着させることができます。

資格試験受験サポート －上達を目に見える形に－

レッスンで学んだ成果を披露する場として、
「発表会」を各エリアで開催しています。
■人前で英語を話す度胸を身につけ、
　将来世界の人 と々対等に渡り合える素地を養います。
■英語学習のモチベーション向上にも役立ちます。
■発表会を通して「受信力」「発信力」を伸ばします。

家庭学習フェア －自宅での英語学習をサポート－

子どものころから主体的に学習に取り組む習慣を身につけていただくために、
イーオンキッズでは年に2回「家庭学習フェア」を開催しています。
■単語力アップやフォニックス、資格試験対策など
　お子様の年齢やレベルに合わせた教材を準備しています。
■「自律した学習態度」を養えるように
　各種教材に子どもが自ら進んで取り組める工夫をしています。
■レッスン内容をさらに定着するための工夫がされています。

達成したい目標はどんどん変
わるため、個人面談を行って
います。レッスンの成果を報告
するとともに、ご家庭での学習の
様子や、受験してみたい検定
などについて伺い、一人ひとりの
お子様の上達をサポートして
いきます。

お子様の成長プロセスを確か
めていただけるよう、定期的に
授業参観日を設けています。
親御さまにご納得いただけると
同時に、お子様のやる気をさら
に伸ばしていきます。
（保護者様にもレッスンの一部に
ご参加いただくこともあります。）

授業参観 個人面談

生徒様専用学習WEBサイト

「自ら学ぶ力」を育むために

人前で堂々と英語で発表できる力を育てる

レッスン効果を高め、英語の総合力を獲得いただくためにも様 な々取り組みをしています。



■ENGLISH OCEAN開発の背景

世の中がグローバル化し、社会・経済構造が大きく変わる中で、これからの子供たちが社会に出る前に身につけるべき資質も変化してきています。

これからの学校では与えられた情報に対して自分なりに考え、必要に応じて自分で調べ、まとめた考えをわかりやすく発表できるような力をつけることが

求められるようになります。

英語でも同様に、どれだけ多くの単語や文法規則を覚えているかということから、学んだことを使っていかに自分自身の意見や考えを周りの人 と々

伝えあうことができるかということに重点がシフトし、入学試験ですら今後はそのような力が求められていきます。

しかし、このような力は一朝一夕に身につくものではなく、幼い頃から継続的に練習を続けることが不可欠です。これからの時代に不可欠な力を自然に

身につけられるように構成された〈ENGLISH OCEAN〉のような教材を使って、学びながら成長できる子供たちは本当に幸せだと羨ましくさえ思えます。

■ENGLISH OCEANのレッスン内容

■ENGLISH OCEANの目指すもの
✓英語の4要素、語彙・文法・音声・ディスコースを
　すべてカバーした総合力重視の教材です。

✓美しい写真とグローバルなテーマ、デジタル面で子どもの興味を自然と引き出します。

✓失敗や間違いを恐れず、積極的に英語を使って「伝えようとする態度」を育てます。

✓実際のレベルよりも少し難しいと思われることにも
　チャレンジする前向きな態度を育成します。

✓自分で考え、何とか解決しようとする自律した心と態度の基礎ができます。

✓「受信力」「発信力」を伸ばし、人前で発表できるプレゼンテーション力を育成します。

✓自分自身のゴールを意識しながら学習を進められるように
　各ユニットでゴール設定と自己評価ができるようになっています。

✓ワークブックでは自分で学習計画をたてる事ができるように工夫されています。

✓クラスメイトと助け合いながら課題を解決したり、
　話し合いをしたりして学習を進めていく工夫がなされています。

✓小学校6年生までに英検®3級レベルの英語力を養成します。

グローバル化が加速し、変化していく社会の中で、子どもたちには時代をたくましく生き抜いていく力が求められています。

そんな時代の変化を受け、イーオンキッズでは、子どもたちが将来、世界を舞台に英語をコミュニケーションの手段として使いこなし、

堂 と々自己主張をしながら世界の一員として貢献できる人材となれることを願い未来型新教材〈ENGLISH OCEAN〉を開発しました。

この新しい教材〈ENGLISH OCEAN〉は、アメリカの教育出版大手のセンゲージラーニング社と共同開発されたもので、

グローバルな視点と学習方法を取り入れるとともに単なる「英語学習」だけにとどまらず、

「21世紀型スキル」や「プレゼンテーションスキル」も育成できる教材として業界でも注目を集めています。

〈ENGLISH OCEAN〉は、子どもたちが「英語を使って大きな海で活躍できるように」という願いが込められています。

未来を担う子どもたちが、英語を使って世界へ羽ばたくことをイーオンキッズはサポートしていきます。

上智大学言語教育研究センター教授。
専門は応用言語学（バイリンガリズム）と外国語教育。
ＮＰＯ小学校英語指導者認定協議会（Ｊ－Ｓｈｉｎｅ）理事、公益財団法人 日本英語検定協会理事を務める。

藤田 保 先生

新教材は全44レッスン（6レッスン×7ユニット＋スペシャルレッスン2回）で構成されています。

Lesson １

Lesson 2

Lesson 3

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Vocabulary 1

Structure 1

Vocabulary 2

Structure 2

Literacy

Project

新たな単語を導入し練習していきます。

Ｌｅsson １で学習した単語を使用して構文の導入と練習をします。

さらに新たな単語を導入していきます。

Ｌｅｓｓｏｎ ３で学習した単語を使用して構文の導入と練習をします。

様々なテーマの読み物を読んだり、ストーリーブックの内容に関してアクティビティを行います。

このユニットで学習した単語・構文を用いて、個人やグループで課題に取り組み、発表します。
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英語の大海に飛び出すために
未来型新教材〈ENGLISH OCEAN〉が、 子どもたちの英語力をサポートします。

LESSON

小学校６年生までに、英検®3級レベルの英語力を習得します。

2015年9月15日 日経産業新聞

日経産業新聞に、
ENGLISH OCEANの記事が

掲載されました！



繰り返しや間違いを気にせずに英語を楽しめる時期。
たくさんの本物の英語に触れることで
「英語を学ぶ楽しさ」を育てていきます。

■ プライベートレッスン、セミプライベートレッスン、途中入学の方のために、ウォームアップレッスンもございます。  ■ 開講状況はスクールによって異なります。

子どもたちに身近なテーマを扱うことで、自然に英語に興味が持てるようになっていきます。
耳で聞いた英語を抵抗なく繰り返したり、英語をかたまりのまま受け入れることができます。
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小学1・2年生コース
1 2
1st/2nd graders ENGLISH OCEAN「会話コース」は、ここがポイント

レッスン構成

✓基本的な語句や文を使って身近な事柄について
　表現できる力を養います

✓アルファベットや基本的な符号を使うことができるようになります
✓定型文を使ってあいさつをしたり、
　簡単な会話をすることができます

■誰のものなのかについて話す　This is my pencil case.
■家族に関する単語を使う　I have a sister.／I have a cousin.
■好きなものを言う　I like this jacket.
■できることについて話す　I can swim.／He can jump high.
■したいことについて話す　I want to see the frogs.
■アドバイスをする　Don’t forget your coat.

－ Lesson 1～4 －

設定された問いに答え
ながら、文章を読むコツ
を身につけます。

教師が写真を見せなが
ら質問を投げかけた後、 
単語を導入し練習して
いきます。 

Ｌｅｓｓｏｎ1で学習した単
語を使用して構文の導
入と練習をしていきます。

カードを使ったアクティビ
ティーで楽しみながら発話
を繰り返すことで、単語や
表現を定着させます。

Ｌｅｓｓｏｎ3で学習した単
語を使用して構文の導
入と練習をしていきます。

－ Lesson 5 －

Lesson 5までに学んだ
内容を使い、身近なテー
マについてみんなの前で
発表します。

－ Lesson 6 －
Vocabulary 1 Vocabulary 2 LiteracyStructure 1 Structure 2 Project

■テキスト…2冊
■CD…2枚

■ストーリーブック…６冊
■ノート…2冊

「読み書きコース」は、ここがポイント
✓アルファベットの読み書きを習得し、英語学習の素地を養います。
✓基本的な語句を読み書きし、英検®5級レベルの頻出単語を理解できるようになります。

レッスンの流れ

ストーリーブックについて
自由に発話します。

文字と音の関係に気づ
くよう指導します。

ストーリーを自分で読む
練習をします。

もう一度ストーリーを読み、
宿題確認をします。

ターゲット単語を書いて
練習します。

宿題のチェックと、ジン
グルで「音」の確認。

Warm Up/Homework Check What Do You See? Let's Read 1 Let's Read 2 Let's Write
〈宿題のチェック〉 〈発話練習〉 〈読む練習〉 〈読む練習〉 〈書く練習〉

Closing
〈レッスン終了〉

■読み書きコース
　「ABC Magic」

■会話テキスト…２冊（ＣＤ２枚・ＤＶＤ２枚付き） 
■ワークブック…２冊（ＣＤ２枚付き）

■ストーリーブック（絵本）…７冊
■プレゼン用ポートフォーリオ…２セット

「読み書きクラス」も受講することで、
会話クラスでより多くのことを受信・発信できるようになります！

■会話コース
　「ENGLISH OCEAN」

＊コース開始すぐのレッスンは、アルファベットの認識学習に重きを置いています。 

英語の「読み・書き」に自信がつくと、会話
もより楽しめ、英語力が総合的にアップ。
「聞く・話す・読む・書く」をバランスよく
伸ばし、資格試験にも挑戦できる力を
つけます。 

総合コース（会話+読み書き）

チャレンジ心を満たしてくれる外国人
教師と、きめ細やかな配慮のできる日本
人教師。それぞれの刺激を受けること
で、英語の世界が豊かに広がります。

グレードアップコース
（外国人教師＋日本人教師）

間違えても恥ずかしがらず、どんどん話
せる年代なので、英語を話せば話すほど、
自然に習得できます。

会話クラス
（外国人教師or日本人教師）

Can-Do目標



■ プライベートレッスン、セミプライベートレッスン、途中入学の方のために、ウォームアップレッスンもございます。  ■ 開講状況はスクールによって異なります。

論理的な思考力が高まってくる時期。
「英語で伝えたい気持ち」を
「学習意欲」につなげていきます。
「自分の考え」がしっかり出てくる時期なので、
その気持ちをそのまま英語で表現する姿勢を大切に育てていきます。

■文法テキスト…2冊（ＣＤ4枚付き）
■ノート…2冊

「文法コース」は、ここがポイント
✓短いパッセージの読み書きや例文を通じて、英検®4級までの必須文法事項を学びます。
✓学習する文法項目：現在・過去進行形、可算・不可算名詞、助動詞、to不定詞、動名詞、比較表現 など

レッスンの流れ

文法ルールに自ら気づく
ように指導します。

練習問題を解いていき
ます。

英文を指でなぞりながら
読んでいきます。

宿題をチェックし、単語や文
の書き取りテストを行います。

Review/Homework Check Grammar Point Drill/Practice Reading
〈前回の復習/宿題チェック〉 〈今日のレッスンのポイント〉 〈練習問題〉 〈読む練習〉

英文を声に出しながら
書いていきます。

Writing
〈書く練習〉

ENGLISH OCEAN「会話コース」は、ここがポイント
✓日常生活についてより詳しく表現できるようになります
✓自分の意見を伝えることができるようになります
✓過去の活動について表現できるようになります

レッスン構成
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問題を解きながら文章を
見ることで、スキミングなど
の文章を読み解くスキル
を学びます。

Lesson 5までに学んだ
内容を使い、自分の日常
生活などについてみんな
の前で発表します。

小学3・4年生コース
3 4
3rd/4th graders

■人が何をしているのか話す　You’re crying.／He’s laughing.
■日課について話す　I always brush my teeth.／I usually ...
■移動の方法について説明する　How do you get to school?／I walk.
■量について話す　There’s some rice.／There are a few ... 
■健康的な習慣について話す　It’s important to eat vegetables.
■過去の行動について話す　I washed my hands.／He used the stairs.

－ Lesson 1～4 － － Lesson 5 － － Lesson 6 －
Literacy Project

■会話コース
　「ENGLISH OCEAN」

■文法コース
　「GRAMMAR MAGIC」

■会話テキスト…２冊（ＣＤ２枚・ＤＶＤ２枚付き） 
■ワークブック…２冊（ＣＤ２枚付き）

■ストーリーブック（絵本）…７冊
■プレゼン用ポートフォーリオ…２セット

会話コースと合わせて文法コースをお取りいただくと、相乗効果が高まります。

教師が写真を見せなが
ら質問を投げかけた後、 
単語を導入し練習して
いきます。 

Ｌｅｓｓｏｎ1で学習した単
語を使用して構文の導
入と練習をしていきます。

カードを使ったアクティビ
ティーで楽しみながら発話
を繰り返すことで、単語や
表現を定着させます。

Ｌｅｓｓｏｎ3で学習した単
語を使用して構文の導
入と練習をしていきます。

Vocabulary 1 Vocabulary 2Structure 1 Structure 2

Can-Do目標

言葉のルール（文法）を学ぶことで、英語
力が総合的にアップ。「聞く・話す・読む・
書く」の4技能をバランスよく伸ばし、資格
試験にもチャレンジします。

英語のルールに気づき始め、自ら言いたい
ことを伝えられるようになります。英検®４級
レベルの英語力を習得します。

総合コース（会話+文法） グレードアップコース
（外国人教師＋日本人教師）

会話クラス
（外国人教師or日本人教師）

チャレンジ心を満たしてくれる外国人
教師と、きめ細やかな配慮のできる日本
人教師。それぞれの刺激を受けること
で、英語の世界が豊かに広がります。



■ プライベートレッスン、セミプライベートレッスン、途中入学の方のために、ウォームアップレッスンもございます。  ■ 開講状況はスクールによって異なります。

言葉を分析的にとらえようとする傾向が強くなってくる時期。
大人と同じような学習能力が身につくのでチャレンジングな
英語の課題にも積極的に取り組めるようになります。
情報を分析して必要な情報を得たり、チームメイトと共同で作業をしたり、高度な学習が
可能になってきます。「自分で考える力」や「人前で発表する力」も養っていきます。

■文法テキスト…2冊（ＣＤ4枚付き）
■ノート…2冊

✓学習する文法項目：接続詞、未来を表す現在進行形、受動態、現在完了形 など
✓短いパッセージの読み書きや例文、また、平易な説明を通じて、英検®3級までの必須文法事項を学びます。

「文法コース」は、ここがポイント

レッスンの流れ

文法ルールに自ら気づく
ように指導します。

練習問題を解いていき
ます。

英文を指でなぞりながら
読んでいきます。

Review/Homework Check Grammar Point Drill/Practice Reading
〈前回の復習/宿題チェック〉 〈今日のレッスンのポイント〉 〈練習問題〉 〈読む練習〉

英文を声に出しながら
書いていきます。

Writing
〈書く練習〉

宿題をチェックし、単語や文
の書き取りテストを行います。
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小学5・6年生コース
5 6
5th/6th graders ENGLISH OCEAN「会話コース」は、ここがポイント

✓日常生活に関わるためのより深い表現が学べます
✓より広い世界のことについて表現できるようになります
✓未来の可能性について表現できるようになります

レッスン構成

■ルールについて話す　You have to sort the garbage.
■誰が贈り物をしてくれたかを話す　I gave a keyboard to Jill.
■天気について話す　It’s going to be foggy.
■好き嫌いについて話す　Doing martial arts is tough.
■植物について話す　They're grown in South America.
■未来について話す　I think someone will have a robot chef.

文章を読んで内容を理
解し、チャートを作成する
などの高度なスキルを身に
つけます。

Lesson 5までに学んだこ
とを使い、環境や未来など
のテーマで自分の意見を
発表します。

■会話テキスト…２冊（ＣＤ２枚・ＤＶＤ２枚付き） 
■ワークブック…２冊（ＣＤ２枚付き）

■ストーリーブック（絵本）…７冊
■プレゼン用ポートフォーリオ…２セット

■文法コース
　「GRAMMAR MAGIC」

■会話コース
　「ENGLISH OCEAN」

－ Lesson 1～4 － － Lesson 5 － － Lesson 6 －
Literacy Project

会話コースと合わせて文法コースをお取りいただくと、相乗効果が高まります。

教師が写真を見せなが
ら質問を投げかけた後、 
単語を導入し練習して
いきます。 

Ｌｅｓｓｏｎ1で学習した単
語を使用して構文の導
入と練習をしていきます。

カードを使ったアクティビ
ティーで楽しみながら発話
を繰り返すことで、単語や
表現を定着させます。

Ｌｅｓｓｏｎ3で学習した単
語を使用して構文の導
入と練習をしていきます。

Vocabulary 1 Vocabulary 2Structure 1 Structure 2

Can-Do目標

論理的な思考力が伸びる時期に言葉の
ルール（文法）を学ぶことで、英語力が
総合的にアップ。英検®などの資格試験
対策にも役立つレッスンです。

2人の教師から違った刺激を受けること
で、英語の世界がさらに広がります。記憶
が新しいうちに次のレッスンを積み重ねる
ことで、学習効果が上がります。

年齢に合わせた様々なトピックで学び
ながら、英検®3級レベルの英語力を
習得します。

総合コース（会話+文法） グレードアップコース
（外国人教師＋日本人教師）

会話クラス
（外国人教師or日本人教師）



夢や目標に向かって自分の意思で取り組むことが
できる時期。英語を話せるだけでなく、主体的に
学んでいく力、使いこなしていく能力を育成します。

会話と文法の両方を学ぶことで、英語力が総合的にアップし
ます。文法を学んで納得したことを会話の練習で定着させること
で、4技能をバランス良く身につけることができます。

4技能をバランスよく身につけ、積極的にそれをコミュニケーションの手段として使えるようにします。
また、英語を通して、未知の状況にも対応できる思考力、表現力を育成します。

知識だけでなく実際に使える英語が身につきます。コミュニケー
ション能力を高め、受験や資格試験でも実力を発揮できるよう
になります。

■ プライベートレッスン、セミプライベートレッスン、途中入学の方のために、ウォームアップレッスンもございます。  ■ 開講状況はスクールによって異なります。
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中学生コース

Junior High School

中学生
中学生コースは、ここがポイント
✓身近な話題から社会問題・環境問題のような抽象的な話題まで幅広いテーマに触れることができます
✓多聴・多読を通して、大量の英語のインプットをすることで直読・直解する力を養います
✓動画や読み物から得た情報について考えたり、話し合ったりしてバランスの良い英語力が身につきます
✓「受信力」「発信力」を伸ばし、人前で発表できるプレゼンテーション力を育成します
✓英検®2級までの主な構文を3年間でほぼすべてカバーできます
✓高校や大学入試、英検®などの外部試験で求められる4技能5領域＊を身につけることができます

4技能をバランスよく伸ばす統合型タスクを導入したオリジナル教材
中学3年生でCEFR B1（英検®2級相当）レベルの英語力をつけていきます。

～中学卒業後も同じスクールで続けられます～そしてイーオンへ
小学生から中学生の時期に習得した知識は、

その後の人生の土台を形成する重要なものとして一生の財産となっていきます。

これから世界に羽ばたいて活躍する子どもたちのためにイーオンキッズでは、

中学卒業後も同じスクールでずっと続けていける一貫教育のシステムがあります。 

レッスン構成 6レッスン＝1ユニット（全７ユニット）

Try It Out

その日のターゲット構文
の意味や使い方を、自分
で発見しながら習得して
いきます。

Listening

音声をインプットととらえ、
内容を楽しんだり掘り下
げたりできるようになること
を目指します。

Speaking &
Reach Out

まずダイアローグ練習を
し、その後クラスメイトと
協働してタスクを行います。

Writing

「プロセス・ライティング」と
いう手法を使い、まとまっ
た量の文を書く力を養
います。

Lesson 1～4
Reading &
Video

Readingでは精読・要
約・ディスカッションなど
を、Videoでは映像理解
に加えテーマにも興味を
持たせます。

Lesson 5

Project

情報データをもとにチーム
やペアで話し合い、それを
発表できるようにします。

Lesson 6

＊4技能5領域…聞く・読む・書く・話す（やりとり/発表）

■Student Book ①②
■Workbook ①②

Trails
英検®3級～準2級（CEFR A1～A2.1）レベルの英語力をつける
Crossroads
英検®準２級（CEFR A2）レベルの英語力をつける
Bridges
英検®準２級～２級（CEFR A2.2～B1）レベルの英語力をつける

■Student CD ①②
■Reading & Video （DVD+CD+冊子）

モニターを使用したデジタルレッスンでわかりやすい！
イーオンの中学生クラスでは、独自開発したレッスン用
アプリケーションを使用してデジタル機器を活用したレッスンを
行います。イラストや写真、動画を用いた豊富なコンテンツは、
レッスンの理解を深めてくれます。

知的好奇心をくすぐる写真や映像で
楽しくレッスンできる！
テキストの写真やレッスンで使用する動画は、
National Geographic Learningの画像を使用しています。
世界の国 や々豊かな自然、動物たちの画は、
学習者の知的好奇心をくすぐり自然な興味を引き出してくれます。

デジタル書籍BookFlixを無料で使用できる！
アメリカの出版社、Scholastic社の
デジタル書籍を無料で提供。
全250タイトルから興味やレベルに
合った本を選ぶことができます。
楽しみながら多読・多聴ができます。
＊PC環境によりご使用いただけない場合があります。

総合コース（会話+文法） 会話クラス
（外国人教師or日本人教師）


