
 
 

 
 

報道関係者各位                            2013年 8月 23日 
                                   株式会社イーオン 

株式会社ジャパンタイムズ 
 

【開催告知【開催告知【開催告知【開催告知および取材および取材および取材および取材のお願いのお願いのお願いのお願い】】】】 

英会話英会話英会話英会話イーオンと英字新聞のジャパンタイムイーオンと英字新聞のジャパンタイムイーオンと英字新聞のジャパンタイムイーオンと英字新聞のジャパンタイムズズズズがががが大学大学大学大学 1111・・・・2222年生を対象に年生を対象に年生を対象に年生を対象に無料無料無料無料セミナーセミナーセミナーセミナー    

『グローバルステージ『グローバルステージ『グローバルステージ『グローバルステージで活躍するための英語力習得方法で活躍するための英語力習得方法で活躍するための英語力習得方法で活躍するための英語力習得方法』』』』開催開催開催開催    
■■■■日時：日時：日時：日時：2013201320132013年年年年 10101010月月月月 5555日（土）日（土）日（土）日（土）14141414：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000    （受付（受付（受付（受付開始開始開始開始：：：：13131313：：：：00000000～～～～））））    
■会場■会場■会場■会場：株式会社ジャパンタイムズ：株式会社ジャパンタイムズ：株式会社ジャパンタイムズ：株式会社ジャパンタイムズ    ニフコホールニフコホールニフコホールニフコホール    

（所在地：東京都港区芝浦（所在地：東京都港区芝浦（所在地：東京都港区芝浦（所在地：東京都港区芝浦 4444----5555----4444ジャパンタイムズジャパンタイムズジャパンタイムズジャパンタイムズ    ニフコビル）ニフコビル）ニフコビル）ニフコビル）    

 
今年で創業 40周年を迎えた英会話教室を運営する株式会社イーオン（本社：岡山県岡山市、代表取

締役：安藝清、以下「イーオン」）と英字新聞を発行する株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都港

区、代表取締役社長：堤 丈晴）は、2013年 10月 5日（土）14時から、株式会社ジャパンタイムズ
のニフコホールにて、大学 1・2年生を対象にしたセミナー『グローバルステージで活躍するための英
語力習得方法』を開催します。 
 
 近年、企業のグローバル化が急激に進む中、これから就職を目指す学生たちにはグローバル人材育

成に不可欠な「英語力」がこれまで以上に求められています。そのため、企業が求める「英語力」を

習得するにはある程度の時間がかかるため、大学在学中の早い段階から効率のよい英語学習に取り組

むことが重要です。 
 今回のセミナーでは、「英会話学校」のイーオンと「英字新聞社」のジャパンタイムズがそれぞれの

強みを活かし、音を媒介とした英語（Speaking/Listening）と、文字を媒介とした英語（Reading/Writing）

の効率的な学習法について紹介します。また、「企業が求める英語力」をテーマとした講演会や講師

陣によるパネルディスカッションも行います。 
 

なお、今回のセミナーは、一人でも多くの方に講演をご視聴いただくために、開催同時刻よりユー

ストリームで動画配信を行い、公式 twitterからリアルタイムで講師陣への質問も受け付ける予定です。 
つきましては、次頁概要にて開催いたしますので、貴紙・誌読者へのご紹介を賜れれば幸甚です。 
ご検討の程、宜しくお願いいたします。 
 

 
 
 

 

                                                                【報道関係者【報道関係者【報道関係者【報道関係者様のお問い合わせ様のお問い合わせ様のお問い合わせ様のお問い合わせ】】】】 

株式会社イーオン              株式会社ジャパンタイムズ  
広報課 担当：森田         ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部  担当：福西 
TEL：03-5381-0212 FAX：03-5381-1501       TEL：03-3453-5312(代) FAX：03-3453-7085 
E-mail:smorita@corp.aeonet.co.jp     E-mail: pr@ japantimes.co.jp 
    

～～～～本件本件本件本件に関する読者のお問い合わせに関する読者のお問い合わせに関する読者のお問い合わせに関する読者のお問い合わせ・申し込み先・申し込み先・申し込み先・申し込み先～～～～    

イーオンインフォメーションセンター TEL：0800-111-1111（フリーコール） 

（月～金：10 時～21 時／土日祝：10 時～19 時） 

※携帯・ＰＨＳからつながりますが、一部の電話機およびＩＰ電話からはつながりません。 

http://www.aeonet.co.jp/information/newsrelease/130823.html 



■開催概要■開催概要■開催概要■開催概要 

    

テ ー マ 「グローバルステージで活躍するための英語力習得方法」 
日 時 2013年 10月 5日（土）14：00～17：00（受付開始：13：00～） 
会 場 株式会社ジャパンタイムズ ニフコホール 

＜所在地：東京都 港区 芝浦 4-5-4  TEL：03-3453-2337＞  

当 日 の 
スケジュール 
（ 予 定 ） 

時間時間時間時間 内容内容内容内容 講師名講師名講師名講師名 

14：00～14：30 
第一部 企業が求める英語力とは何か？ 
「企業が求める英語力の目安」、「英語力が活かせる仕事」

など、 就職に必要な英語力について、企業の視点をとり
いれながらわかりやすくお話しします。 

田仲 愛 

14：30～15：15 
第二部 Reading/Writing学習のコツ～効率的な英語学
習法～ 
「何をどう勉強したらよいか分からない」という方のた

めに、英語の表現力、読解力、語彙、文法など英語のさ

まざまな力を高める学習法をご紹介します。 
高橋 敏之 

15:15-～15:30 休憩  

15：30～16：15 

第三部 Speaking/Listening学習のコツ～就職活動に備

えたビジネス英会話～ 
イーオンで実績のあるリスニング力を鍛えるための特別

トレーニング方法を紹介します。今回は、就職活動を意

識したビジネスシーンでの英会話レッスンも体験するこ

とができます。 

箱田 勝良 

16：15～17：00 第四部 パネルディスカッション＆質疑応答 上記講師 3名 

担 当 講 師 

田仲田仲田仲田仲    愛（タナカ愛（タナカ愛（タナカ愛（タナカ    アイ）アイ）アイ）アイ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋高橋高橋高橋    敏之（タカハシ敏之（タカハシ敏之（タカハシ敏之（タカハシ    トシユキ）トシユキ）トシユキ）トシユキ） 
 

箱田箱田箱田箱田    勝良（ハコ勝良（ハコ勝良（ハコ勝良（ハコダダダダ    カツヨシ）カツヨシ）カツヨシ）カツヨシ） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

参加対象者 大学 1年生、2年生を対象 
定 員 
（ 予 定 ） 80名様 ※申し込み 先着順（定員になり次第締切） 
参 加 費 無料 
申 込 方 法 イーオンインフォメーションセンターへお電話いただき、お申込み下さい 

(フリーコール 0800-111-1111) 
主 催 株式会社イーオン／株式会社ジャパンタイムズ 
協 賛 留学ジャーナル 
後 援 一般社団法人全国外国語教育振興協会 
備 考 ※諸事情により、講演内容、担当講師は予告なく変更になる場合がございます。 

第 11代 ST編集長。慶應義塾大学卒業

後、大手大学入試予備校の英語講師と

して勤務。その後、（財）日本英語教

育協会を経て、2007年にジャパンタイ

ムズ入社。ST編集部配属となり、国際

ニュースページや英語学習コラムの

執筆等を担当。2012年 10月より現職。 

留学ジャーナル キャリアカウンセ

ラー JCDA 認定 CDA(キャリア・デベ

ロップメント・アドバイザー） 

大学在学中に、中 国、アメリカ、韓

国へ留学。商社勤務後、アメリカの大

学院で教育管理学を学ぶ。UNESCO や 

国際協力 NGO職員として中国、スリラ

ンカでの勤務を経験した後帰国。 

ST編集の傍ら、企業・大学での英語研修や英語学習に
関する講演会等も多数実施。自身も英字新聞で英語力

を飛躍的に高めた経験から、娯楽性と学習効果を両立

させた最高の英字新聞を作ることを日々追求してい

る。TOEIC 990点、実用英語検定１級。 

外資系 IT 企業勤務を経て現職。これまでに大学生を
中心とした 1500 人以上の就職・転職希望者に対して
就職セミナーやキャリアカウンセリング を行う。 

株式会社イーオン・イースト・ジャパ

ン法人部 エデュケーショナル・コー

ティネーター 商品企画室 教務担当 
 
筑波大学 国際関係学類 卒業。 
イーオンに入社後、３校のスクールで

教務主任として７年間勤務の後、アメ

リカ外国人教師採用リクルーターを経

て、現職。 
TOEIC990点 、実用英語検定 1級 
 



■会場地図■会場地図■会場地図■会場地図    

【アクセス】【アクセス】【アクセス】【アクセス】 
JR山手線「田町」駅より徒歩 8分、都営地下鉄三田線・浅草線「三田」駅より徒歩 10分 

 
 
【イーオンについて】【イーオンについて】【イーオンについて】【イーオンについて】 
イーオンは 1973 年に創業以来、日本人に最適な語学教育を通し、世界で通用する人材育成に

高い評価をいただいています。 
日本人の英語上達のためにオリジナル教材を開発。人格、指導力ともに優れた日本人教師と外

国人教師を採用。それぞれの強みを活かした効果的なレッスンで、苦手を克服しながらコミュニ

ケーション力を高め、ビジネス英語や資格取得にも大きな成果を挙げています。 
イーオンでは、安心して英語を学んでいただくために 
●生徒様の授業料に対して、「前受金分別信託制度」導入しています。 
●外国人教師の 99％は海外で採用。来日後は全員日本の社会保険に加入させています。 
●安心して学べる「全国外国語教育振興協会」の加盟校です。 
 
株式会社イーオン（本社所在地:岡山県岡山市、代表者:安藝清）は今年 40 周年を迎えました。

現在、全国主要都市に 253 校を有し、幼児から学生、社会人の方々が通いやすく学びやすい環境
とカリキュラムを構築。生徒数 10 万人を超える実績とともに、その約 50%は未来を担う子供た
ちであることもイーオンの信頼の証しです。イーオンの詳細は、http://www.aeonet.co.jp/ をご参
照ください。 

 
【【【【ジャパンタイムズジャパンタイムズジャパンタイムズジャパンタイムズについて】について】について】について】 
 「The Japan Times」は国内で最大の販売部数を誇る英字新聞であり、多様性と独自性のある日
本関連の英文ニュースを提供しています。1897年創業以来、政治、経済、文化、社会及びスポー
ツ報道を通じ、日本を世界に発信する役割を果たしてきました。 
 本年 3月にはNew York Times Companyと日本国内での新聞発行に関する業務提携を発表し、
116年間の歴史の中で新たなステップを歩み始めます。本提携により、The Japan Timesは 2013



年 10月 16日から International New York Timesとセットで発行され、「The Japan Times / 
International New York Times」という名称の一つの商品になります。国内ニュースを網羅する
The Japan Timesと国際ニュースの最強ソースである International New York Timesが組むこ
とで読者の方々により満足していただけるような商品を目指し、今後も魅力のある英文ジャーナ

リズムを提供し続けます。www.japantimes.co.jp 
 
【両社の関係について【両社の関係について【両社の関係について【両社の関係について(今回の共催イベント開催にあたって今回の共催イベント開催にあたって今回の共催イベント開催にあたって今回の共催イベント開催にあたって)】】】】 
イーオンとジャパンタイムズは、新聞紙上での連載や、講座で新聞が活用されるなど、おたがい

の特性を活かしたパートナーシップを育んでまいりましたが、このたびはその特性をグローバル

人材の育成につなげようと、当該イベントを開催いたします。 
 
 
  



ＦＡＸ送信票ＦＡＸ送信票ＦＡＸ送信票ＦＡＸ送信票    
    

【ご取材申込書】 

 
    

英会話英会話英会話英会話イーオンとイーオンとイーオンとイーオンと英字新聞英字新聞英字新聞英字新聞のジャパンタイムズがのジャパンタイムズがのジャパンタイムズがのジャパンタイムズが    

大学大学大学大学 1111・・・・2222 年生年生年生年生をををを対象対象対象対象にににに無料無料無料無料セミナーセミナーセミナーセミナー    

『『『『グローバルステージでグローバルステージでグローバルステージでグローバルステージで活躍活躍活躍活躍するためのするためのするためのするための英語力習得方法英語力習得方法英語力習得方法英語力習得方法』』』』開催開催開催開催    
 
 

FAXFAXFAXFAX：：：：0120012001200120----653653653653----545545545545    

 

ご多忙の折誠に恐縮ではございますが、諸準備の関係上、9月月月月 30日（日（日（日（月月月月）までに）までに）までに）までに本用紙に 
ご記入の上、FAXにてご返信いただければ幸いです。 
 

□□□□ご出席ご出席ご出席ご出席                □□□□ご欠席ご欠席ご欠席ご欠席 
 

 
※ご同行者がいらっしゃる場合は、「ご芳名欄」にご同行者様のお名前のご記入をお願いします。 

貴社名 
 

貴媒体名  

ご所属  

ご芳名 

 
                     
                                     

他       名様 

ご連絡先 

TEL                           FAX 

 

E-mail 

連絡欄 

 
 
 
 
 


