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合格者の声

英語の最高資格7冠突破校33年の信頼と実績
No.1＆Only1

英検1級合格者1,800名・資格三冠（英検1級・通訳案内士・TOEIC960点）突破者を500名以上輩出
英検1級・TOEIC満点・通訳案内士・工業英検1級・iBT TOEFL108点・IELTS8点・国連英検特A
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奈良校 〒631-0024 奈良市百楽園3-11-10
姫路校 〒670-0053 兵庫県姫路市南車崎1-1-24
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33年の信頼と実績・No.1＆Only1

英語最高峰資格
７ 冠 突 破 校

フリーダイヤル

寺田 秀雄さん

英検1級
工業英検1級
TOEIC満点取得

アクエアリーズ 検索 大阪心斎橋校 〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-2-25上田ビル３F
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アクエアリーズとの出会い。
長年の米国駐在を終え帰国した私は、自身の能力を
証明する手段としてまず英検1級取得を考え受験しま
した。ところが見事に失敗。海外駐在を通じて身につ
けた自分の英語力もこの程度か、と落胆しましたが、
そのときすぐに考えたのがアクエアリーズの門を叩く
ことでした。学長、植田一三先生の本は米国の日本語

書籍店でも販売されていて、その発信型英語の発想
には米国駐在当時から既に強く心に響くものがあり
ましたので、この機会にその門下で真剣に勉強してみ
ようと思い立ったわけです。

合格に至るまで。
参加した「英検1級対策中講座」の、ボキャビル、読解、
リスニング、ライティング、文法、ロジカルシンキングと
いった、1級合格に向けた要素がシステマティックに組
まれたカリキュラムと、植田先生のほとばしるような
情熱に押されて学び、半年後に1級を再受験したとき
は、合格点を16点も上回る好成績で余裕合格、続いて
二次試験もすんなりと一度でパスし、念願の1級取得
を果たすことができました。そして合格後も同じクラ
スでさらに三ヶ月勉強を続けると、今度はTOEICでも
990点満点をゲットし、驚きを禁じえませんでした。

私から見たアクエアリーズとは。
アクエアリーズの優れた所は、英検1級やTOEIC満点、
通訳ガイドなどの資格取得をクラスの目標としなが
らも、教育方針は単にそこにとどまらず、むしろ資格
取得を手段として本物のコミュニケーション能力を
持った人材を育てるという哲学が底流にあることで
す。例えば、ライティングやスピーキングクラスで鍛え
られる論理的構成力は、そのままビジネスや様々な人
生の局面でも役に立つ深い内容が含まれています。

これから受講される方々へ。
英検1級やTOEIC満点を目指される方、さらには資格
取得にとどまらず更に先を極めたい方も、チャレンジ
をいとわない人なら誰にでも見事に答えてくれる
Only Oneの学校であると思います。

浦 勇樹さん

大学生で国連英検特A級
英検1級・TOEIC970点取得

救ってくれたのはアクエアリーズの通信教材。
大学入学後、英検準1級合格した後、すぐに英検1級に
挑戦しましたが、英検1級には全く歯が立たず、不合格
Cでした。救ってくれたのはアクエアリーズの通信講
座です。ネットで探し、本気で英検1級に合格したかっ
たので迷わず購入しました。そして、米国への交換留
学前に受けた英検1級の一次試験では、リスニングセ
クション半分と得点が低かったものの、語彙24点で
リスニングでの失点をカバーし、ギリギリ合格するこ
とができました。

国連英検特A級へのチャレンジ。
英検1級合格後、英検1級より難しい国連英検特Aを目
指す決意をしました。英検1級、TOEIC970を取得して
いると、確かに就職活動でも役に立ち、周りからは「英
語ができる」とみなされます。しかし、私は英検1級合
格後の英語力に満足しておらず、さらに難易度の高い
資格に挑戦し、英語力を高めようと思ったからです。

国連英検特A級二次試験との闘い。
特A級を目指して半年経過した一回目の国連英検の
一次試験には合格しましたが、二次試験に合格する自
信が全くなかったので、植田一三先生から二次試験
に向けて直接指導を受けました。そして、大学在学中
に国連英検特A級に合格することができました。

これから受講される方々へ。
大学入学後の英検準1級から4年間で国連英検特A級
に合格し、英語力を飛躍的に向上することができまし
た。しかし、まだ自分の英語力に満足していません。こ
れからは工業英検1級、ケンブリッジ英検CPEに挑戦
するだけでなく、アウトプット力を強化し、ビジネスの世
界で通用する英語力、教養あるネイティブと対等に話
せる英語力を目指し、終わりなき英語学習の道を歩も
うと思います。常に刺激を与えてくださる植田一三先生
始め、アクエアリーズには心から感謝しております。

加藤 典子さん

英検1級 合格

アクエアリーズとの出会い。
長年の夢であった英検１級に合格することができまし
た。私はもともと大学で英語を専攻していたのです
が、大学時代は山登りに明け暮れ英語は勉強しませ
んでした。このまま英検１級ホルダーにならずに一生
を終えるのは悔いが残ると思い、英語の勉強を始め
ました。結局、英検準１級取得から10年近く経っても
パスできず、自分の年齢のこともあり、一刻も早く合
格したいという強い気持ちがあったので、アクエア
リーズの門を叩きました。

想像以上に楽しかった授業。
授業では、クラスメイトの語彙力に刺激を受けまし
た。自分が知らない単語をさらっと正解されるのを見
てさすが！とか、なるほど！と感心し、その単語はその
場で自分のものになりました。授業で一番の楽しみ
は、ミッチー先生の英語にまつわる実体験話でした。
先生の体験談は本当に面白く、単語、フレーズが楽し
く記憶に残りました。

計画的な学習がポイント。
英検１級と準１級のレベルには大きな差があります
が、それでも平均的な英検１級合格者とネイティブと
の差に比べたらほんの微々たるものです。なので、早
く１級に合格し、もっと深く英語を勉強するための世
界の入り口に立ちたいと思い、手帳のマンスリー枠に
は毎日の学習予定、バーティカルの時間軸のところに

は、勉強した時間を記入して学習状況を振り返りなが
ら日々努力を重ねました。そして３度目の挑戦で、１
次試験に合格することができました。2次試験対策も
１次試験合格前から受講しましたが、論理性に欠ける
話し方で毎回ミッチー先生を困らせ、結局2次はギリ
ギリ合格でしたが、１回で合格しました。

これから受講される方々へ。
独学でも必死に頑張れば、１級合格可能な方は確か
にいらっしゃるでしょう。でも、私がアクエアリーズで
学んでよかったと思うのは、自分の弱点を早い段階で
把握できたこと、また、クラスメイトに刺激され、励ま
され、楽しく勉強できたことです。英検１級に合格し、
やっと英語学習者としてスタートラインに立てたよう
に思います。今はTOEIC満点と、通訳案内士試験合格
を目指して勉強を続けています。

大阪心斎橋校
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英語力・知識力UP！

英語の各種資格対策教材の製作や出版、インストラクターの助手の仕事をするこ
とで、さらに効果的な英語力UPとアクエアリーズの学費免除を両立します。

ボキャビル、イディオム力、文法力UP
などの教材やTOEIC、TOEFL、準1級・
1級、通訳案内士、工業英検などの対
策講座の教材や、アクエアリーズの出
版物を制作するスタッフ。

英語学習書出版に重要な
英文ライティング力、日
英・英日翻訳力、問題作成
力、解説作成力、企画力、
編集力を習得しながら、
ホップ（執筆強力）・ステッ
プ（共著）・ジャンプ（単著
デビュー）へと、英語教育
図書のベストセラーライ
ターを目指していきます。

語学学習教材開発・出版のノウハウも学び、英語力が数段
UP。さらに一流企業へ就職するのにも有利になります。

基本理念

アクエアリーズは、

1984年発足の国際的言語コミュニケーション教育研究機関で、

“Let’s enjoy the process !（陽は必ず昇る！）” と 

”Borderlessness（ボーダーレス）”を基本理念に、

国際社会で成功するためのコミュニケーション力と

世界的視野を備えた進取の気性に富む人材の育成を

目指しています。

Aquaries is an international educational institution specialized in intercultural 
communication and translation, which was founded in 1984 by Ichay Ueda, 
with the guiding principles, “Let’s enjoy the process!” and “Borderlessness”.
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リサーチアシスタント＆インターンシップ制度
アクエアリーズのプロ養成プログラム

リサーチアシスタント

英検1級指導33年、準1級28年、TOEFL23年 、TOEIC18
年、通訳案内士16年、工業英検1級16年、国連英検特A9年。
ハーバード大学、スタンフォード大学、コロンビア大学、プリ
ンストン大学、UCバークレイ、ロンドン大学などの英米トッ
プスクール合格者を300名以上輩出。英米一流大学院奨学
金(300万～3000万円)付留学生を20名以上輩出。

上記書籍のうち10数冊は韓国、台湾、中国、ベトナムを始めと
するアジア数ヵ国で翻訳されており、世界各国からの教材申
込みも多数。近年は、大学・高校向けテキストや中国語・韓国語
習得書の出版や、インターネット放送ステーション開設と共
に、eラーニング教材などマルチメディア教材の制作にも力を
入れている。また日本唯一の英語教育書ライター養成を行い、
あらゆる分野の高度な語学教育書の制作を手がけている。

実務翻訳歴30年以上のベテランやアルクの翻訳コンテスト
優勝・入賞者、翻訳本を多数出版したスタッフによるハイク
オリティーな翻訳を行っています。

シャープコンピューター翻訳ソフト開発、
BBI Combination Dictionary全訳。
電話対話翻訳ソフト開発、ニューヨークアート、村上
春樹ツアー、トラベルガイド、シロトピアパンフレッ
ト、京都工芸会社案内、奈良考古学センター案内、大
阪市災害対策、JICA公文書、平泉カンボジア姉妹都
市提携ファッションショー、洋書「スポーツ倫理」「ラ
イティング入門」他、医学論文、その他企業のパンフ
レット、商品カタログ、ホームページなどを多数翻訳。

教育部門 出版部門

企業の会議や研修通訳だけでなく、実践通訳ガイド
養成研修や旅行会社などとの提携によって、観光や
日本文化紹介の通訳ガイドの養成と業務にも力を入
れている。特にオリンピック開催が予定されて以来、
英語、韓国語、フランス語の通訳案内士資格保持者
が京都や東京で、超多忙なスケジュールをこなしな
がら活躍している。

翻訳部門 通訳部門

実績例

英検1級合格者 1800名以上

TOEIC満点突破者 100名以上

資格三冠突破者 500名以上
※ 資格三冠（英検1級・通訳案内士・TOEIC960点突破）

英語教育図書ライターインターンシッププログラム

出版された書籍例

リサーチアシスタント＆ティーチングアシスタント

英検準1級・1級、TOEIC、TOEFL、通訳
案内士クラスインストラクターのレク
チャー補助、レクチャー撮影、レク
チャー用補助資料制作などをするス
タッフ。

ティーチングアシスタント
未来の自分を  
想像せよ！

セミナー・イベント 通訳ガイド養成プログラム
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執筆協力

共著

単著
デビュー

能力によって
アルバイト料
を得ることも
可能です。

優秀賞・優良賞
受賞者50数名

京
都

2016年度

世界トップクラスの
語学のチカラを体験。

江戸幕府の始まりと終焉の場所で
ある二条城と大鳥居で名高い雅な
平安神宮で研修

二条城・平安神宮 

平安神宮大鳥居平安神宮大鳥居

興福寺興福寺

竜安寺竜安寺

四天王寺四天王寺

山鉾巡行山鉾巡行

夜の祇園夜の祇園

清水寺清水寺

東福寺東福寺

千本鳥居千本鳥居

伊勢神宮内宮伊勢神宮内宮

3月

奈
良

世界遺産、国宝が勢ぞろいの奈良
で最も外国人に人気の名所で研修

東大寺・春日大社・興福寺 4月

京
都

京都で最も外国人に人気の夢窓国
師開山の金閣寺、石庭の竜安寺で
研修

金閣寺・竜安寺5月

大
阪

太閤秀吉の難攻不落の大阪城と聖
徳太子建立の四天王寺で研修

大阪城・四天王寺6月

京
都

豪華絢爛山鉾巡行でお馴染みの祇
園祭で研修

祇園祭の山鉾・祇園囃子・宵山7月

京
都

昼は嵐山散策、夜はギオンコーナー
で日本の伝統的な芸を研修

嵐山、天龍寺/祇園夜のナイトツアー

伊勢神宮、別格の伊勢参りツアー

嵐山、天龍寺/祇園夜のナイトツアー8月

京
都

千手観音像、国宝「風神・雷神」像で有名
な三十三間堂と「清水の舞台から飛び
降りる」の語源となった清水寺で研修

三十三間堂・清水寺9月

京
都

日本で最も高い五重塔を擁する東
寺、絶景の紅葉で有名な東福寺で
研修

東寺・東福寺10月

京
都

千本鳥居で有名な外国人が訪れた
い神社No.1の伏見稲荷、坂本竜馬
ゆかりの寺田屋と伏見で研修

伏見稲荷・寺田屋・酒蔵11月

三
重

最高の格式を誇る神社、伊勢神宮
と鳥羽パールアイランドで研修

伊勢神宮、別格の伊勢参りツアー12月

安心のインストラクター同行

全国第1位

開発した教材ソフト 150点以上

全国的ベストセラー書籍 50冊以上

アジア数か国での翻訳書籍 10数冊

実践通訳ガイド養成研修

観光や日本文化紹介の通訳ガイドの養成業務

etc...

サマー映画英語フェスティバル

8月上旬 夏期集中講座

この夏、一気に
英語力・知識力UP！

IchayUedaトークショー
「英語資格七冠突破の極意」

アクエアリーズ30周年記念祝賀パーティ！

植田一三トークショー
「英語のプロ・達人になるための十訓」

ベテラン通訳案内士が、１年間の座学と現地でのトレーニ
ングの2段構えで、観光名所を英語でガイドできる通訳案内
士を養成します。名所を観光しながら、講師や参加者と友好
を深めることのできる楽しくて有意義なセミナーです。

Aquaries Christmas Party

MARUZEN&ジュンク堂書店 池袋店にて

MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店にて

1



近くに

学習塾
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自分の
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学習し
たい 在宅

学習が

したい

英語の百科事典を10回以上読破し、辞書数十冊を暗記し、
洋画100本以上の全せりふをディクテーションするという
「超人的」努力を果たす。アルクの翻訳コンテストで英日・日
英入賞、BBI Combinatory Dictionaryを全訳し、シャープ
のコンピューター翻訳ソフトを開発する。ノースウェスタン
大学院コミュニケーション学部修了後、テキサス大学ス
ピーチコミュニケーション学部博士課程に留学し、同大学
学部生に異文化間コミュニケーションを1年間指導。

32年以上に渡る実用英語教育研究に基づ
き、欧米の大学・大学院留学に匹敵する英語
の「読み・書き・聞く・話す」の4つの技能を最
も効果的にUPさせるプログラム。

INSTRUCTOR PROFILE

8つの
特長
8つの
特長

Eight Advantages

Advantages

Aquaries学長

上田 敏子
ウエダ トシアーナ

Michy 里中
ミッチー サトナカ

山下  澄子
ヤマシタ スミコ

小室  葉子
コムロ ヨウコ

田中  達也
タナカ タツヤ

矢島  宏紀
ヤジマ ヒロキ

劉  志国
リュウ シコク

植田 一三 Let’s enjoy the process!(陽は必ず昇る）をモットーとする、

英悟の超人(Amortal Philosophartist)

1.
最も効果的に英語の運用力を伸ばし、最短距離で

資格7冠を突破できるプログラム

質問や発表ができる活気のある「発信型」授
業と、オンラインで予習・復習ができ、模擬テ
ストも受けられる非常に効果的なメソッドを
展開。

3. インターラクティブなクラスとeラーニングの2段構えで最大学習効果
受講者の英語の運用力をUPさせるのに不
可欠な英文ライティング力、日英翻訳力を効
果的に伸ばすために、献身的なバイリンガル
講師が受講者全員の英作文を添削指導。

4.
英文ライティング・日英翻訳は
全員添削指導

受講者の学習上の悩みや疑問に対して、ベ
テランのエジュケーショナルカウンセラーが
きめの細かいアドバイスとサポート。

5.
受講者のニーズに対応した

個別カウンセリング
5000タイトル以上の洋画、ドキュメンタ
リー、洋書、ハウツー書を受講者は、無料で借
りられる優れた語学学習環境。

6.
英語力UPを助ける

充実したライブラリー

成績優秀な受講者には、翻訳や出版のイン
ターンシップ(有償)参加の特典をオファー
し、仕事を通してスキルUPとキャリアをス
テップUPして行くシステム。

8.
スキルUPをサポートする

インターンシッププログラム

テキサス大学で異文化間コミュニケーション
を指導した英悟の超人、植田一三学長を始
めとし、英語の最高峰資格の優秀賞3冠取得
者や、15年以上の通訳・翻訳や英語教育書
著述の経歴を持つベテラン講師ぞろい。

2. 一流の講師陣

主に大学生を対象にしたリサーチアシスタン
ト（英語学習書・教材制作補助）受講料半額以
上免除制度、定年退職者、専業主婦や1年以上
のリピーターなどに対する受講料割引制度。

7. 受講料割引制度

Ichay Ueda

この他にも多数の強力な通信教材をご用意しております！

通信教材・ライブ版通信講座はもちろん、インターネット上で受講
が可能なeラーニングもご用意しております。

映像が収録されたCD＆DVDや
テキストで自宅学習ができます。

実際の授業音声と通学コースの
プリントで自宅学習できます。

無料サンプル
動画配信中！

絶対忘れない！
英検1級スーパー
ボキャビル講座

最強の句動詞
イディオム力UP

教材

新エッセイ
ライティング
問題攻略教材

総仕上げ
英検1級模擬試験

「驚異のリーディング問題満点突破教材」がついてくる！
セット
購入特典

セット割引価格＋送料無料＋オプショナル教材料金30％OFF!!

エッセイライティング問題添削指導（10回分）
ライブ版 英検1級対策通信講座（添削10回付）

英検1級・3ヶ月スピード合格 新通信講座
レベルUPした英検1級に対抗すべく、英検1級突破の極意と攻略法を伝授。33年の
実績「英悟の超人」植田一三(Ichay Ueda)の英検1級突破の極意と攻略法を学んだ
後で、レベル別問題練習による大特訓で確実に合格へと導く画期的教材シリーズ。

ライブ版 英検1級直前＆TOEIC満点突破通信講座

ライブ版 工業英検1級通信講座

英作添削
（10回分）

語彙・読解・
ライティング・
リスニング
模擬テスト
（90分）

語彙問題
攻略法＆

運用語彙力UP
トレーニング
（45分）

ライティング
問題攻略法＆

ライティング力UP
トレーニング
（45分）

リスニング
問題攻略法&
リスニング力UP
トレーニング
（45分）

読解力問題
攻略法＆
読解力UP
トレーニング
（45分）

論理的発信力が生まれ変わり
2次試験も突破！

絶対合格！
ボキャビル＆

イディオム力UP講座

発信型
リーディング力UP講座

決定版！
リスニング力UP講座

3か月 英検準1級スピード合格集中講座

アクエアリーズ eラーニング総合英語教育プログラム

好評につき
Youtubeで
サンプル映像公開！

エッセイライティング添削通信講座

英検準1級2次試験対策通信添削講座
2次試験に合格するための攻略法紹介。通信添削によってあなたのストーリー
テリング力は飛躍的にUP！音声レクチャーMDによる添削指導。

英語力UP最短距離インテンシブプログラムによって、最大効果的に欧米
の大学・大学院留学に匹敵する本物の英語力を身につける。

日英翻訳とテクニカルライティングの極意を学び、その能力を数段UPさ
せ、確実に工業英検1級合格力を身につける。

自分の意見を英語で伝えられるようになるためには、定期的にライティングの
機会を持つことが大切。自然で正確な文章が書けるよう、添削を受けながら書
き方のポイントを学びます。

特典

オプショナル

担当：英検1級･工業英検1級･通訳案内士講座

英語の最高峰資格
優秀賞三冠取得の
才媛講師

英検1級、工業英検1級（文部科学大臣賞）、
国連英検特A（優秀賞）、バーミンガム大学
院修了（翻訳学優秀賞）、ミシガン英検1級、
TOEIC満点、通訳案内士国家資格、観光英
検1級（優秀賞）取得。主な著書は『英語で経
済・政治・社会を討論する技術と表現』、『英
語で説明する日本の文化シリーズ3冊』、『英
検2級・準1級・1級面接大特訓シリーズ』。

担当：通訳案内士・通訳ガイドプログラム・TOEIC講座

日本の事は何でも
英語で言える
「日本事象の達人」

日本の事は何でも英語で言える「日本事象
の達人」で、通訳ガイド養成実践プログラム
インストラクターを勤めるとともに、豊富な
通訳・翻訳経験を活かして、京都、奈良、伊
勢志摩の「世界忍法武術連盟世界大会」や
静岡の「ユニバーサル技能五輪国際大会」
などで通訳(ガイド)として活躍。神戸赤十字
病院や大学でのTOEIC講座の人気講師。主
な著書は『英語で説明する日本の文化』。

担当：TOEFL iBT・IELTS・大学入試・工業英検1級講座

日米の教育機関の
最高峰で歴史学を
極めた実用英語の達人

東京大学文学部英文科卒、同大学院総
合文化アメリカ史修士・博士課程、コネ
ティカット大学院歴史学修了。英検１級、
TOEIC980点、通訳案内士、工業英検1
級、TOEFL iBT108点取得。アクエア
リーズの英検1級、TOEFL・TOEIC教材
制作に携わり、『英語で説明する人文科
学』を執筆。

担当：中国語講座

日本事象・歴史に
精通した教養に
満ちたバイリンガル

中国黒龍江省出身。教育大学を卒業後、
3年間、国語教諭を務めた後、京都教育
大学に留学し、大学院教育研究科を修
了。通訳案内士国家資格（中国語），中国
語標準語検定1級、日本語能力試験1級
取得。アクエアリーズのベストセラーシ
リーズ『快速マスター中国語』を執筆。

次代をリードする
チーフエジュケー
ショナルカウンセラー

1984年創業以来、Ichay Uedaのパー
トナーとしてアクエアリーズを発展させ
てきた陰の功労者。航空券が会社員の1
年分のペイに相当する時代に米国に1年
間留学し、その後イーオンに英会話講師
として10年勤めた後、インド・ネパール
に半年間滞在し、シアトルの小学・中学・
高校で日本語、日本文化を1年間指導す
る真の異文化間コミュニケーター。

担当：英検1級・準1級・TOEIC・
　　 ビジネス英語・通訳案内士講座

ビジネス英語指導
の達人

新撰組アフィシオナーダ幕末志士姫

ビジネス会議通訳者。L Aで7年間、ビジネス
通訳･翻訳業務に携わる。大手企業での
TOEIC講座やビジネス英語指導経験も豊
富で、歴史文化財の英文翻訳にも携わる。
英検1級･TOEIC満点･通訳案内士国家資格
取得。主な著書は、『英会話フレーズ大特訓
ビジネス編』、『21日で速習！社内公用語の
英語の重要表現600』、『英検2級・準1級・
1級面接大特訓シリーズ』。

担当：英検1級・準1級・TOEIC・大学入試講座

サウジアラビアで
英語のヨガインスト
ランクターの経験を
持つスーパーレディ

大学入試予備校で医歯薬入試対策指導を
行うと同時に、英検1級・通訳案内士・TOE 
IC900点突破教材の制作に携わる。サウジ
アラビアに４年間滞在し、現地でヨガやス
キューバダイビングのインストラクターを
務め、英語でその講義と実践指導経験を持
つ。主な著書は『英検1級面接大特訓』。

担当：英検1級・準1級・通訳案内士対策講座

知性と教養溢れる、
日本文化に精通した
海外経験豊富な
コスモポリタン

欧米諸国、ブラジル、ペルー、中国、ベトナム、タ
ヒチ、ニューカレドニア、タイなどで国際親善や
通訳・翻訳業務に2年間携わる海外経験豊富な
コスモポリタン。京都市立芸術大学美術学部で
日本画を学び、茶道・華道師範という日本文化
に精通したアーチスト。慶応大学経済学部を優
等で卒業し、国際情勢にも明るいクロスカル
チャルコミューニケーター。主な著書は『通訳案
内士試験英語1次・2次直前対策』。

指導歴
・英検1級 33年
・準1級 28年
・TOEFL 23年
・IELTS 6年 
・TOEIC 18年
・工業英検1級 16年
・通訳案内士 16年
・国連英検特A 9年

講師陣講師陣

講座案内講座案内

通信通信
英単語が覚えられない人も絶対に忘れない、
画期的メソッドで一気に1万語マスター！

動画視聴しながら何度もリピート！
いつでもどこでも学習できる新教育システム。
動画視聴しながら何度もリピート！
いつでもどこでも学習できる新教育システム。

英検1級エッセイ
ライテイング力UP講座

類語アプローチで英検1級
語彙1万語を一気にマスター！ 

英検1級語彙
1ヶ月スピードマスター講座

いつでも、どこでもIchyUedaの
講座をオンライン受講！

英検1級
突破の極意と大特訓

類語アプローチで
7千語水準を一気にマスター！

英検準1級語彙
1ヶ月スピードマスター講座

類語アプローチで4千語水準を
一気にマスター！

英検2級語彙
スピードマスター講座

英文ライティング力・
日英翻訳力が生まれ変わる！

工業英検1級突破＆
プロ翻訳士養成講座 

実践英文法の知識を
一気にマスター！

TOEIC満点突破＆
ライティング力UP英文法マスター講座

スピーキング・ライティングスコア
を一気にUP！

IELTS SW7.5点突破講座

木澤 晴美
事務局長

キザワ ハルミ
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新傾向英検1級＆TOEIC満点
突破対策集中講座

欧米の大学・大学院留学に匹敵する本物の英語力習得！

アクエアリーズが誇る英検突破4大講座

この講座では、英語力UP最短距離インテンシブプログラ
ムによって、最大効果的に欧米の大学・大学院留学に匹敵
する本物の英語力の習得が可能になります。

この講座では、2次試験の最重要トピックと関連質問を厳選
し、分野別に英語の論理的発信力を最短距離でUPさせて行
きます。これによって2次試験に合格しやすくなると同時に、
エッセイライティング問題のスコアも数段UPしていきます。

英検準1級＆TOEIC860点
同時突破集中講座

すべての資格試験の登竜門を最短距離で突破！

この講座では、検定試験を最短距離で突破し「読む・書く・聞
く・話す」の4つの技能のバランスの取れた英語の運用力を
最大効果的に習得して行きます。

新傾向高校・大学入試対策
英検2級突破講座

進化し続ける入試試験に対応した英語教育！

新時代の高校・大学入試に対応すべく、中学・高校生向けに、
また学生時代の英語をブラッシュUPしたい人に新傾向英検
2級合格対策講座を行います。

英検1級2次対策＆社会問題
スピーキング力UP集中講座

確実に合格するスキルUPインテンシブプログラム

人の心を動かす歓び。日本を伝える喜び。世界で活躍する悦び。 アクエアリーズはワールドクラスの語学力を実現します。

course

講座案内

通学
course

工業英検1級に合格できる翻訳や
英文サマリーのスキルは、日英プ
ロトランスレーターや英文ライ
ターとして活躍したり、英語でプ
レゼンテーションをしたり、論文
を書けるようになるために極めて
重要です。

Poin
t

新時代の
英語教育で

新時代に対応する。

1.

工業英検1級突破＆プロ翻訳士養成講座

トップリーダーの英語力

当校の英検1級講座
は、タイム・CNNが
エンジョイでき、英
語で論文やレポート
が書け、英語で討論
ができるようになる
英語の運用力習得
を目指しています。

Poin
t 本物の英語力

「英語力」「知識力」「論
理力」の３つを同時に
鍛える必要があります。

　 様々な
社会問題を英語で
討論できるように
なるには 

グローバル社会で活
躍できるようになる
には、あらゆる英語
の資格検定試験の
「基礎体力」である英
検準1級＆TOE I C  
860点レベルの英語
力を身につけること
が非常に重要です。

Poin
t
現代社会で活躍

新しい基準CEFR（セ
ファール）は、語学コ
ミュニケーション能
力別のレベルを示す
国際標準規格。アク
エアリーズ英語は、こ
のCEFRに対応して
います。

Poin
t 大学入試の
新基準に対応

合格者の約2・3割がアクエアリーズ受講生！

ライブ＆eラーニング講座では、日英翻
訳とテクニカルライティングの極意を
学び、その能力を生まれ変わらせ、確実
に工業英検1級合格力を身につける。

毎回の模擬試験(60分)とレクチャーと宿
題添削とeラーニング講座(無料)の４段構
えで、翻訳＆テクニカルライティング力を
最大効果的にスキルUP！

3.
18回コースのうち、3回フル模擬テスト(2
時間)を行い、時間配分・問題処理力を高
め、工業英検１級試験合格力をUP！

2.

毎回の文法・語法テスト(模擬テスト中)
と、eラーニング講座(無料)によって、翻
訳・技術英語に欠かせない、英文法の知識
を習得！

この講座の3大特長
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国連英検 特Ａ突破 短期集中講座

英検1級合格後、英語力をさらにワンランクUP！

最難関の国連英検特Aに合格する語彙力・イ
ディオム力、ライティング・スピーキング力、読
解力・背景知識力を最短距離で身につける資
格試験対策世界情勢講座。

模擬テストと効果的ボキャビルによって、
国連英検特A合格に必要な語彙力、国連
に関する知識、問題処理能力を身につけ
る。

毎週、パワーポイントを用いて世界情勢の
レクチャーを行い、国連英検特A合格に必
要な背景知識を身につける。

エッセイライティング力UPと2次試験対策
を同時に行う。

e-learning無料受講によって高度な語彙力
を身につける。

この講座の4大特長

ア
ク
エ
ア
リ
ー
ズ

突
破
本

最難関を
突破する
チカラ

TOEFL iBT® ＆ IELTS高得点突破対策講座

スコアをUPさせると同時に、留学しても困らない英語力を身につける！

英米トップスクール留学を数多く実現してきた
当校では、その効果的なプログラムによって短
期間で目標達成へと導くと同時に、英語圏の大
学･大学院留学で成功を収められるように、真
の英語力と論理的分析力･発信力を鍛えます。

少人数制の添削指導によって、「弱点」を
発見・克服し、日本人の苦手なライティン
グとスピーキングのスコア＆スキルを最大
効果的にUP！

分野別語彙と背景知識を最短距離で身に
つけることによって効果的にスコアをUP！

TOEFL＆IELTSで毎回必ず満点のインス
トラクターが生み出した「高得点取得攻略
法」によって、リスニング・読解問題をワン
ランクUP！

この講座の3大特長
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2020年の東京オリンピック開
催決定以来、日本の事を英語で
発信できる有能な通訳案内士の
ニーズがどんどん高まっていま
す。また、通訳案内士試験は、プ
レゼンと逐次通訳力で決まる！

通訳案内士試験突破＆通訳ガイド養成講座

今が熱い！通訳ガイド

ハーバード大学、ケンブリッジ大学、
スタンフォード大学、プリンストン
大学、コロンビア大学、UCLA、UC
バークレイ、ロンドン大学など英米
のトップスクール合格者を300名
（300万～3000万円付留学生を
20名）以上輩出。

奨学金留学生を
多数輩出！

国連英検特Aに合格できる英語
力を身につければ、タイム、エコ
ノミストなどの英字誌やCNN
放送をエンジョイでき、世界の
社会問題が英語でディスカッ
ションできるようになる。

最難関の英語検定

TOEIC840点以上取得者は、
通訳案内士試験外国語(英語)
の筆記試験が免除され、圧倒的
に有利です。

通訳案内士国家試験
（1次）が免除される！

実践トレーニングと連動したプロ通訳ガイド養成！

少人数制の添削指導方式で、通訳案内士試験
合格やプロ通訳ガイドに極めて重要な「和文
英訳力」、「通訳力」、「スピーキング力」を最大
効果的にUP させて行きます。

毎回のオリジナルの模擬試験と添削
指導とe-learningの3段構えで、最大
効果的にスキルUPさせる。

日本の宗教・伝統芸術・衣食住などを
始めとする様々な分野の知識を、バ
イリンガルで身につける。

日本事象通訳・プレゼンテーション
添削指導によって、1次試験と2次試
験の対策が同時にできる。

この講座の3大特長
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TOEIC® 対策講座

英検1級のリスニング力・文法力・速読力を身につけるのに効果的！

レベルに合った教材とトレーニングプログラム
によって確実にスコアUPする。

Part2・Part3・Part4のリスニング問題対策は、高
得点獲得に必要な攻略法をマスターし、目標点に
応じたトレーニングによって確実にスコアUP！

スコアUPの決め手である長く難しくなった
Part7の対策は、読解問題の選択肢と問題パター
ンの徹底分析に基づく攻略法によって、1.5倍の
スピードでスコアを数段UP！

TOEIC対策を通じて最短距離でスコアUPをす
ると同時にビジネス英語力を始めとする「英語
発信力」を数段UP！

Part5・Part6対策は、3分の2の時間で解ける攻
略法を伝授し、高得点をゲットするのに必要な英
文法の知識を一気に身につけ、さらに目標点に応
じたトレーニングによって確実にスコアUP！

この講座の4大特長
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！

今後は、国内の支部を増やすと
同時に、海外出版、eラーニン
グ、提携を通して、韓国、台湾に
もアクエアリーズメソッドを広
め、グローバル社会で活躍でき
る人材を育成していきます。

講座案内

通学

難関を突破するチカラ

英検
1級

英検
準1級

英検1級

2次
試験

英検
2級

合格！
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1.

オリジナルの模擬試験とレクチャー、
eラーニング、Net受験語彙テストの
4段構えで、英語の全スキルを最大効
果的にUP！

3.
問題攻略力・背景知識力UPの2段構え
で、読解力＆スコアを最大効果的にUP！

2.
添削指導によって、最大効果的にエッ
セイライティング力をUP！

4.
選択肢分析＆セレクティブリスニング
と語彙表現力UPの2段構えで、リスニ
ング力＆スコアを最大効果的にUP！

英検突破4大講座の特長
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新傾向英検1級＆TOEIC満点
突破対策集中講座

欧米の大学・大学院留学に匹敵する本物の英語力習得！

アクエアリーズが誇る英検突破4大講座

この講座では、英語力UP最短距離インテンシブプログラ
ムによって、最大効果的に欧米の大学・大学院留学に匹敵
する本物の英語力の習得が可能になります。

この講座では、2次試験の最重要トピックと関連質問を厳選
し、分野別に英語の論理的発信力を最短距離でUPさせて行
きます。これによって2次試験に合格しやすくなると同時に、
エッセイライティング問題のスコアも数段UPしていきます。

英検準1級＆TOEIC860点
同時突破集中講座

すべての資格試験の登竜門を最短距離で突破！

この講座では、検定試験を最短距離で突破し「読む・書く・聞
く・話す」の4つの技能のバランスの取れた英語の運用力を
最大効果的に習得して行きます。

新傾向高校・大学入試対策
英検2級突破講座

進化し続ける入試試験に対応した英語教育！

新時代の高校・大学入試に対応すべく、中学・高校生向けに、
また学生時代の英語をブラッシュUPしたい人に新傾向英検
2級合格対策講座を行います。

英検1級2次対策＆社会問題
スピーキング力UP集中講座

確実に合格するスキルUPインテンシブプログラム

人の心を動かす歓び。日本を伝える喜び。世界で活躍する悦び。 アクエアリーズはワールドクラスの語学力を実現します。

講座案内

通学

工業英検1級に合格できる翻訳や
英文サマリーのスキルは、日英プ
ロトランスレーターや英文ライ
ターとして活躍したり、英語でプ
レゼンテーションをしたり、論文
を書けるようになるために極めて
重要です。

新時代の
英語教育で

新時代に対応する。

工業英検1級突破＆プロ翻訳士養成講座

トップリーダーの英語力

当校の英検1級講座
は、タイム・CNNが
エンジョイでき、英
語で論文やレポート
が書け、英語で討論
ができるようになる
英語の運用力習得
を目指しています。

本物の英語力

「英語力」「知識力」「論
理力」の３つを同時に
鍛える必要があります。

　 様々な
社会問題を英語で
討論できるように
なるには 

グローバル社会で活
躍できるようになる
には、あらゆる英語
の資格検定試験の
「基礎体力」である英
検準1級＆TOE I C  
860点レベルの英語
力を身につけること
が非常に重要です。

現代社会で活躍

新しい基準CEFR（セ
ファール）は、語学コ
ミュニケーション能
力別のレベルを示す
国際標準規格。アク
エアリーズ英語は、こ
のCEFRに対応して
います。

大学入試の
新基準に対応

合格者の約2・3割がアクエアリーズ受講生！

ライブ＆eラーニング講座では、日英翻
訳とテクニカルライティングの極意を
学び、その能力を生まれ変わらせ、確実
に工業英検1級合格力を身につける。

毎回の模擬試験(60分)とレクチャーと宿
題添削とeラーニング講座(無料)の４段構
えで、翻訳＆テクニカルライティング力を
最大効果的にスキルUP！

18回コースのうち、3回フル模擬テスト(2
時間)を行い、時間配分・問題処理力を高
め、工業英検１級試験合格力をUP！

毎回の文法・語法テスト(模擬テスト中)
と、eラーニング講座(無料)によって、翻
訳・技術英語に欠かせない、英文法の知識
を習得！
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1.
国連英検 特Ａ突破 短期集中講座

英検1級合格後、英語力をさらにワンランクUP！

最難関の国連英検特Aに合格する語彙力・イ
ディオム力、ライティング・スピーキング力、読
解力・背景知識力を最短距離で身につける資
格試験対策世界情勢講座。

模擬テストと効果的ボキャビルによって、
国連英検特A合格に必要な語彙力、国連
に関する知識、問題処理能力を身につけ
る。

3.
毎週、パワーポイントを用いて世界情勢の
レクチャーを行い、国連英検特A合格に必
要な背景知識を身につける。

2.
エッセイライティング力UPと2次試験対策
を同時に行う。

4.
e-learning無料受講によって高度な語彙力
を身につける。
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1.

TOEFL iBT® ＆ IELTS高得点突破対策講座

スコアをUPさせると同時に、留学しても困らない英語力を身につける！

英米トップスクール留学を数多く実現してきた
当校では、その効果的なプログラムによって短
期間で目標達成へと導くと同時に、英語圏の大
学･大学院留学で成功を収められるように、真
の英語力と論理的分析力･発信力を鍛えます。

少人数制の添削指導によって、「弱点」を
発見・克服し、日本人の苦手なライティン
グとスピーキングのスコア＆スキルを最大
効果的にUP！

3.
分野別語彙と背景知識を最短距離で身に
つけることによって効果的にスコアをUP！

2.

TOEFL＆IELTSで毎回必ず満点のインス
トラクターが生み出した「高得点取得攻略
法」によって、リスニング・読解問題をワン
ランクUP！

この講座の3大特長
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2020年の東京オリンピック開
催決定以来、日本の事を英語で
発信できる有能な通訳案内士の
ニーズがどんどん高まっていま
す。また、通訳案内士試験は、プ
レゼンと逐次通訳力で決まる！

Point
1.

通訳案内士試験突破＆通訳ガイド養成講座

今が熱い！通訳ガイド

ハーバード大学、ケンブリッジ大学、
スタンフォード大学、プリンストン
大学、コロンビア大学、UCLA、UC
バークレイ、ロンドン大学など英米
のトップスクール合格者を300名
（300万～3000万円付留学生を
20名）以上輩出。

Point 奨学金留学生を
多数輩出！

国連英検特Aに合格できる英語
力を身につければ、タイム、エコ
ノミストなどの英字誌やCNN
放送をエンジョイでき、世界の
社会問題が英語でディスカッ
ションできるようになる。

Point 最難関の英語検定

TOEIC840点以上取得者は、
通訳案内士試験外国語(英語)
の筆記試験が免除され、圧倒的
に優利です。

Point 通訳案内士国家試験
（1次）が免除される！

実践トレーニングと連動したプロ通訳ガイド養成！

少人数制の添削指導方式で、通訳案内士試験
合格やプロ通訳ガイドに極めて重要な「和文
英訳力」、「通訳力」、「スピーキング力」を最大
効果的にUP させて行きます。

毎回のオリジナルの模擬試験と添削
指導とe-learningの3段構えで、最大
効果的にスキルUPさせる。

3.
日本の宗教・伝統芸術・衣食住などを
始めとする様々な分野の知識を、バ
イリンガルで身につける。

2.
日本事象通訳・プレゼンテーション
添削指導によって、1次試験と2次試
験の対策が同時にできる。

この講座の3大特長
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1.
TOEIC® 対策講座

英検1級のリスニング力・文法力・速読力を身につけるのに効果的！

レベルに合った教材とトレーニングプログラム
によって確実にスコアUPする。

Part2・Part3・Part4のリスニング問題対策は、高
得点獲得に必要な攻略法をマスターし、目標点に
応じたトレーニングによって確実にスコアUP！

3.

4.

スコアUPの決め手である長く難しくなった
Part7の対策は、読解問題の選択肢と問題パター
ンの徹底分析に基づく攻略法によって、1.5倍の
スピードでスコアを数段UP！

TOEIC対策を通じて最短距離でスコアUPをす
ると同時にビジネス英語力を始めとする「英語
発信力」を数段UP！

2.
Part5・Part6対策は、3分の2の時間で解ける攻
略法を伝授し、高得点をゲットするのに必要な英
文法の知識を一気に身につけ、さらに目標点に応
じたトレーニングによって確実にスコアUP！

この講座の4大特長
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Hop Step Jump！

今後は、国内の支部を増やすと
同時に、海外出版、eラーニン
グ、提携を通して、韓国、台湾に
もアクエアリーズメソッドを広
め、グローバル社会で活躍でき
る人材を育成していきます。

講座案内

通学

難関を突破するチカラ

英検
1級

英検
準1級

英検1級

2次
試験

英検
2級

合格！

Hop
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英検1英検1英検1英検1英検1英検1英検1英検1英検1英検1級級
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CEFRレベCEFRレベル：B2ル：B2ル：B2ル：B2ル：B2

CEFRレベCEFRレベCEFRレベCEFRレベCEFRレベCEFRレベCEFRレベCEFRレベル：C1ル：C1

オリジナルの模擬試験とレクチャー、
eラーニング、Net受験語彙テストの
4段構えで、英語の全スキルを最大効
果的にUP！

問題攻略力・背景知識力UPの2段構え
で、読解力＆スコアを最大効果的にUP！

添削指導によって、最大効果的にエッ
セイライティング力をUP！

選択肢分析＆セレクティブリスニング
と語彙表現力UPの2段構えで、リスニ
ング力＆スコアを最大効果的にUP！

英検突破4大講座の特長
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近くに

学習塾

がない

自分の

ペース
で

学習し
たい 在宅

学習が

したい

英語の百科事典を10回以上読破し、辞書数十冊を暗記し、
洋画100本以上の全せりふをディクテーションするという
「超人的」努力を果たす。アルクの翻訳コンテストで英日・日
英入賞、BBI Combinatory Dictionaryを全訳し、シャープ
のコンピューター翻訳ソフトを開発する。ノースウェスタン
大学院コミュニケーション学部修了後、テキサス大学ス
ピーチコミュニケーション学部博士課程に留学し、同大学
学部生に異文化間コミュニケーションを1年間指導。

32年以上に渡る実用英語教育研究に基づ
き、欧米の大学・大学院留学に匹敵する英語
の「読み・書き・聞く・話す」の4つの技能を最
も効果的にUPさせるプログラム。

8つの
特長
8つの
特長

Aquaries学長

上田 敏子
ウエダ トシアーナ

Michy 里中
ミッチー サトナカ

山下  澄子
ヤマシタ スミコ

小室  葉子
コムロ ヨウコ

田中  達也
タナカ タツヤ

矢島  宏紀
ヤジマ ヒロキ

劉  志国
リュウ シコク

植田 一三 Let’s enjoy the process!(陽は必ず昇る）をモットーとする、

英悟の超人(Amortal Philosophartist)

最も効果的に英語の運用力を伸ばし、最短距離で

資格7冠を突破できるプログラム

質問や発表ができる活気のある「発信型」授
業と、オンラインで予習・復習ができ、模擬テ
ストも受けられる非常に効果的なメソッドを
展開。

インターラクティブなクラスと
eラーニングの2段構えで最大学習効果

受講者の英語の運用力をUPさせるのに不
可欠な英文ライティング力、日英翻訳力を効
果的に伸ばすために、献身的なバイリンガル
講師が受講者全員の英作文を添削指導。

英文ライティング・日英翻訳は
全員添削指導

受講者の学習上の悩みや疑問に対して、ベ
テランのエジュケーショナルカウンセラーが
きめの細かいアドバイスとサポート。

受講者のニーズに対応した

個別カウンセリング
5000タイトル以上の洋画、ドキュメンタ
リー、洋書、ハウツー書を受講者は、無料で借
りられる優れた語学学習環境。

英語力UPを助ける

充実したライブラリー

成績優秀な受講者には、翻訳や出版のイン
ターンシップ(有償)参加の特典をオファー
し、仕事を通してスキルUPとキャリアをス
テップUPして行くシステム。

スキルUPをサポートする

インターンシッププログラム

テキサス大学で異文化間コミュニケーション
を指導した英悟の超人、植田一三学長を始
めとし、英語の最高峰資格の優秀賞3冠取得
者や、15年以上の通訳・翻訳や英語教育書
著述の経歴を持つベテラン講師ぞろい。

一流の講師陣

主に大学生を対象にしたリサーチアシスタン
ト（英語学習書・教材制作補助）受講料半額以
上免除制度、定年退職者、専業主婦や1年以上
のリピーターなどに対する受講料割引制度。

受講料割引制度

この他にも多数の強力な通信教材をご用意しております！

通信教材・ライブ版通信講座はもちろん、インターネット上で受講
が可能なeラーニングもご用意しております。

映像が収録されたCD＆DVDや
テキストで自宅学習ができます。

実際の授業音声と通学コースの
プリントで自宅学習できます。

無料サンプル
動画配信中！

絶対忘れない！
英検1級スーパー
ボキャビル講座

最強の句動詞
イディオム力UP

教材

新エッセイ
ライティング
問題攻略教材

総仕上げ
英検1級模擬試験

「驚異のリーディング問題満点突破教材」がついてくる！
セット
購入特典

セット割引価格＋送料無料＋オプショナル教材料金30％OFF!!

エッセイライティング問題添削指導（10回分）
ライブ版 英検1級対策通信講座（添削10回付）

英検1級・3ヶ月スピード合格 新通信講座
レベルUPした英検1級に対抗すべく、英検1級突破の極意と攻略法を伝授。33年の
実績「英悟の超人」植田一三(Ichay Ueda)の英検1級突破の極意と攻略法を学んだ
後で、レベル別問題練習による大特訓で確実に合格へと導く画期的教材シリーズ。

ライブ版 英検1級直前＆TOEIC満点突破通信講座

ライブ版 工業英検1級通信講座

英作添削
（10回分）

語彙・読解・
ライティング・
リスニング
模擬テスト
（90分）

語彙問題
攻略法＆

運用語彙力UP
トレーニング
（45分）

ライティング
問題攻略法＆

ライティング力UP
トレーニング
（45分）

リスニング
問題攻略法&
リスニング力UP
トレーニング
（45分）

読解力問題
攻略法＆
読解力UP
トレーニング
（45分）

論理的発信力が生まれ変わり
2次試験も突破！

絶対合格！
ボキャビル＆

イディオム力UP講座

発信型
リーディング力UP講座

決定版！
リスニング力UP講座

3か月 英検準1級スピード合格集中講座

アクエアリーズ eラーニング総合英語教育プログラム

好評につき
Youtubeで
サンプル映像公開！

エッセイライティング添削通信講座

英検準1級2次試験対策通信添削講座
2次試験に合格するための攻略法紹介。通信添削によってあなたのストーリー
テリング力は飛躍的にUP！音声レクチャーMDによる添削指導。

英語力UP最短距離インテンシブプログラムによって、最大効果的に欧米
の大学・大学院留学に匹敵する本物の英語力を身につける。

日英翻訳とテクニカルライティングの極意を学び、その能力を数段UPさ
せ、確実に工業英検1級合格力を身につける。

自分の意見を英語で伝えられるようになるためには、定期的にライティングの
機会を持つことが大切。自然で正確な文章が書けるよう、添削を受けながら書
き方のポイントを学びます。

特典

オプショナル

担当：英検1級･工業英検1級･通訳案内士講座

英語の最高峰資格
優秀賞三冠取得の
才媛講師

英検1級、工業英検1級（文部科学大臣賞）、
国連英検特A（優秀賞）、バーミンガム大学
院修了（翻訳学優秀賞）、ミシガン英検1級、
TOEIC満点、通訳案内士国家資格、観光英
検1級（優秀賞）取得。主な著書は『英語で経
済・政治・社会を討論する技術と表現』、『英
語で説明する日本の文化シリーズ3冊』、『英
検2級・準1級・1級面接大特訓シリーズ』。

担当：通訳案内士・通訳ガイドプログラム・TOEIC講座

日本の事は何でも
英語で言える
「日本事象の達人」

日本の事は何でも英語で言える「日本事象
の達人」で、通訳ガイド養成実践プログラム
インストラクターを勤めるとともに、豊富な
通訳・翻訳経験を活かして、京都、奈良、伊
勢志摩の「世界忍法武術連盟世界大会」や
静岡の「ユニバーサル技能五輪国際大会」
などで通訳(ガイド)として活躍。神戸赤十字
病院や大学でのTOEIC講座の人気講師。主
な著書は『英語で説明する日本の文化』。

担当：TOEFL iBT・IELTS・大学入試・工業英検1級講座

日米の教育機関の
最高峰で歴史学を
極めた実用英語の達人

東京大学文学部英文科卒、同大学院総
合文化アメリカ史修士・博士課程、コネ
ティカット大学院歴史学修了。英検１級、
TOEIC980点、通訳案内士、工業英検1
級、TOEFL iBT108点取得。アクエア
リーズの英検1級、TOEFL・TOEIC教材
制作に携わり、『英語で説明する人文科
学』を執筆。

担当：中国語講座

日本事象・歴史に
精通した教養に
満ちたバイリンガル

中国黒龍江省出身。教育大学を卒業後、
3年間、国語教諭を務めた後、京都教育
大学に留学し、大学院教育研究科を修
了。通訳案内士国家資格（中国語），中国
語標準語検定1級、日本語能力試験1級
取得。アクエアリーズのベストセラーシ
リーズ『快速マスター中国語』を執筆。

次代をリードする
チーフエジュケー
ショナルカウンセラー

1984年創業以来、Ichay Uedaのパー
トナーとしてアクエアリーズを発展させ
てきた陰の功労者。航空券が会社員の1
年分のペイに相当する時代に米国に1年
間留学し、その後イーオンに英会話講師
として10年勤めた後、インド・ネパール
に半年間滞在し、シアトルの小学・中学・
高校で日本語、日本文化を1年間指導す
る真の異文化間コミュニケーター。

担当：英検1級・準1級・TOEIC・
　　 ビジネス英語・通訳案内士講座

ビジネス英語指導
の達人

新撰組アフィシオナーダ幕末志士姫

ビジネス会議通訳者。L Aで7年間、ビジネス
通訳･翻訳業務に携わる。大手企業での
TOEIC講座やビジネス英語指導経験も豊
富で、歴史文化財の英文翻訳にも携わる。
英検1級･TOEIC満点･通訳案内士国家資格
取得。主な著書は、『英会話フレーズ大特訓
ビジネス編』、『21日で速習！社内公用語の
英語の重要表現600』、『英検2級・準1級・
1級面接大特訓シリーズ』。

担当：英検1級・準1級・TOEIC・大学入試講座

サウジアラビアで
英語のヨガインスト
ランクターの経験を
持つスーパーレディ

大学入試予備校で医歯薬入試対策指導を
行うと同時に、英検1級・通訳案内士・TOE 
IC900点突破教材の制作に携わる。サウジ
アラビアに４年間滞在し、現地でヨガやス
キューバダイビングのインストラクターを
務め、英語でその講義と実践指導経験を持
つ。主な著書は『英検1級面接大特訓』。

担当：英検1級・準1級・通訳案内士対策講座

知性と教養溢れる、
日本文化に精通した
海外経験豊富な
コスモポリタン

欧米諸国、ブラジル、ペルー、中国、ベトナム、タ
ヒチ、ニューカレドニア、タイなどで国際親善や
通訳・翻訳業務に2年間携わる海外経験豊富な
コスモポリタン。京都市立芸術大学美術学部で
日本画を学び、茶道・華道師範という日本文化
に精通したアーチスト。慶応大学経済学部を優
等で卒業し、国際情勢にも明るいクロスカル
チャルコミューニケーター。主な著書は『通訳案
内士試験英語1次・2次直前対策』。

指導歴
・英検1級 33年
・準1級 28年
・TOEFL 23年
・IELTS 6年 
・TOEIC 18年
・工業英検1級 16年
・通訳案内士 16年
・国連英検特A 9年

講師陣講師陣

course

講座案内

course

講座案内

通信通信
英単語が覚えられない人も絶対に忘れない、
画期的メソッドで一気に1万語マスター！

動画視聴しながら何度もリピート！
いつでもどこでも学習できる新教育システム。
動画視聴しながら何度もリピート！
いつでもどこでも学習できる新教育システム。

英検1級エッセイ
ライテイング力UP講座

類語アプローチで英検1級
語彙1万語を一気にマスター！ 

英検1級語彙
1ヶ月スピードマスター講座

いつでも、どこでもIchyUedaの
講座をオンライン受講！

英検1級
突破の極意と大特訓

類語アプローチで
7千語水準を一気にマスター！

英検準1級語彙
1ヶ月スピードマスター講座

類語アプローチで4千語水準を
一気にマスター！

英検2級語彙
スピードマスター講座

英文ライティング力・
日英翻訳力が生まれ変わる！

工業英検1級突破＆
プロ翻訳士養成講座 

実践英文法の知識を
一気にマスター！

TOEIC満点突破＆
ライティング力UP英文法マスター講座

スピーキング・ライティングスコア
を一気にUP！

IELTS SW7.5点突破講座

木澤 晴美
事務局長

キザワ ハルミ
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この夏、一気に
英語力・知識力UP！
この夏、一気に

英語力・知識力UP！
この夏、一気に

英語力・知識力UP！

英語の各種資格対策教材の製作や出版、インストラクターの助手の仕事をするこ
とで、さらに効果的な英語力UPとアクエアリーズの学費免除を両立します。

ボキャビル、イディオム力、文法力UP
などの教材やTOEIC、TOEFL、準1級・
1級、通訳案内士、工業英検などの対
策講座の教材や、アクエアリーズの出
版物を制作するスタッフ。

英語学習書出版に重要な
英文ライティング力、日
英・英日翻訳力、問題作成
力、解説作成力、企画力、
編集力を習得しながら、
ホップ（執筆強力）・ステッ
プ（共著）・ジャンプ（単著
デビュー）へと、英語教育
図書のベストセラーライ
ターを目指していきます。

語学学習教材開発・出版のノウハウも学び、英語力が数段
UP。さらに一流企業へ就職するのにも有利になります。

基本理念

アクエアリーズは、

1984年発足の国際的言語コミュニケーション教育研究機関で、

“Let’s enjoy the process !（陽は必ず昇る！）” と 

”Borderlessness（ボーダーレス）”を基本理念に、

国際社会で成功するためのコミュニケーション力と

世界的視野を備えた進取の気性に富む人材の育成を

目指しています。

Aquaries is an international educational institution specialized in intercultural 
communication and translation, which was founded in 1984 by Ichay Ueda, 
with the guiding principles, “Let’s enjoy the process!” and “Borderlessness”.

信頼と実績
イベント
セミナー

信頼と実績
イベント
セミナー

Program2.

Program1.

リサーチアシスタント＆インターンシップ制度
アクエアリーズのプロ養成プログラム

リサーチアシスタント

英検1級指導33年、準1級28年、TOEFL23年 、TOEIC18
年、通訳案内士16年、工業英検1級16年、国連英検特A9年。
ハーバード大学、スタンフォード大学、コロンビア大学、プリ
ンストン大学、UCバークレイ、ロンドン大学などの英米トッ
プスクール合格者を300名以上輩出。英米一流大学院奨学
金(300万～3000万円)付留学生を20名以上輩出。

上記書籍のうち10数冊は韓国、台湾、中国、ベトナムを始めと
するアジア数ヵ国で翻訳されており、世界各国からの教材申
込みも多数。近年は、大学・高校向けテキストや中国語・韓国語
習得書の出版や、インターネット放送ステーション開設と共
に、eラーニング教材などマルチメディア教材の制作にも力を
入れている。また日本唯一の英語教育書ライター養成を行い、
あらゆる分野の高度な語学教育書の制作を手がけている。

実務翻訳歴30年以上のベテランやアルクの翻訳コンテスト
優勝・入賞者、翻訳本を多数出版したスタッフによるハイク
オリティーな翻訳を行っています。

シャープコンピューター翻訳ソフト開発、
BBI Combination Dictionary全訳。
電話対話翻訳ソフト開発、ニューヨークアート、村上
春樹ツアー、トラベルガイド、シロトピアパンフレッ
ト、京都工芸会社案内、奈良考古学センター案内、大
阪市災害対策、JICA公文書、平泉カンボジア姉妹都
市提携ファッションショー、洋書「スポーツ倫理」「ラ
イティング入門」他、医学論文、その他企業のパンフ
レット、商品カタログ、ホームページなどを多数翻訳。

教育部門 出版部門

企業の会議や研修通訳だけでなく、実践通訳ガイド
養成研修や旅行会社などとの提携によって、観光や
日本文化紹介の通訳ガイドの養成と業務にも力を入
れている。特にオリンピック開催が予定されて以来、
英語、韓国語、フランス語の通訳案内士資格保持者
が京都や東京で、超多忙なスケジュールをこなしな
がら活躍している。

翻訳部門 通訳部門

実績例

英検1級合格者 1800名以上

TOEIC満点突破者 100名以上

資格三冠突破者 500名以上
※ 資格三冠（英検1級・通訳案内士・TOEIC960点突破）

英語教育図書ライターインターンシッププログラム

出版された書籍例

リサーチアシスタント＆ティーチングアシスタント

英検準1級・1級、TOEIC、TOEFL、通訳
案内士クラスインストラクターのレク
チャー補助、レクチャー撮影、レク
チャー用補助資料制作などをするス
タッフ。

ティーチングアシスタント
未来の自分を  
想像せよ！

Research Assistant

Research Assistant

Teaching Assistant

Teaching Assistant

セミナー・イベント 通訳ガイド養成プログラム

当校の講座を

半額～全額免除で受講可能！

当校の講座を

半額～全額免除で受講可能！

執筆協力

共著

単著
デビュー

能力によって
アルバイト料
を得ることも
可能です。

優秀賞・優良賞
受賞者50数名

京
都

2016年度

世界トップクラスの
語学のチカラを体験。

江戸幕府の始まりと終焉の場所で
ある二条城と大鳥居で名高い雅な
平安神宮で研修

二条城・平安神宮 

平安神宮大鳥居平安神宮大鳥居

興福寺興福寺

竜安寺竜安寺

四天王寺四天王寺

山鉾巡行山鉾巡行

夜の祇園夜の祇園

清水寺清水寺

東福寺東福寺

千本鳥居千本鳥居

伊勢神宮内宮伊勢神宮内宮

3月

奈
良

世界遺産、国宝が勢ぞろいの奈良
で最も外国人に人気の名所で研修

東大寺・春日大社・興福寺 4月

京
都

京都で最も外国人に人気の夢窓国
師開山の金閣寺、石庭の竜安寺で
研修

金閣寺・竜安寺5月

大
阪

太閤秀吉の難攻不落の大阪城と聖
徳太子建立の四天王寺で研修

大阪城・四天王寺6月

京
都

豪華絢爛山鉾巡行でお馴染みの祇
園祭で研修

祇園祭の山鉾・祇園囃子・宵山7月

京
都

昼は嵐山散策、夜はギオンコーナー
で日本の伝統的な芸を研修

嵐山、天龍寺/祇園夜のナイトツアー

伊勢神宮、別格の伊勢参りツアー

嵐山、天龍寺/祇園夜のナイトツアー8月

京
都

千手観音像、国宝「風神・雷神」像で有名
な三十三間堂と「清水の舞台から飛び
降りる」の語源となった清水寺で研修

三十三間堂・清水寺9月

京
都

日本で最も高い五重塔を擁する東
寺、絶景の紅葉で有名な東福寺で
研修

東寺・東福寺10月

京
都

千本鳥居で有名な外国人が訪れた
い神社No.1の伏見稲荷、坂本竜馬
ゆかりの寺田屋と伏見で研修

伏見稲荷・寺田屋・酒蔵11月

三
重

最高の格式を誇る神社、伊勢神宮
と鳥羽パールアイランドで研修

伊勢神宮、別格の伊勢参りツアー12月

安心のインストラクター同行

全国第1位

開発した教材ソフト 150点以上

全国的ベストセラー書籍 50冊以上

アジア数か国での翻訳書籍 10数冊

実践通訳ガイド養成研修

観光や日本文化紹介の通訳ガイドの養成業務

etc...

サマー映画英語フェスティバル

8月上旬 夏期集中講座

この夏、一気に
英語力・知識力UP！

IchayUedaトークショー
「英語資格七冠突破の極意」

アクエアリーズ30周年記念祝賀パーティ！

植田一三トークショー
「英語のプロ・達人になるための十訓」

ベテラン通訳案内士が、１年間の座学と現地でのトレーニ
ングの2段構えで、観光名所を英語でガイドできる通訳案内
士を養成します。名所を観光しながら、講師や参加者と友好
を深めることのできる楽しくて有意義なセミナーです。

Aquaries Christmas Party

MARUZEN&ジュンク堂書店 池袋店にて

MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店にて
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合格者の声Voice.

英語の最高資格7冠突破校33年の信頼と実績
No.1＆Only1

英検1級合格者1,800名・資格三冠（英検1級・通訳案内士・TOEIC960点）突破者を500名以上輩出
英検1級・TOEIC満点・通訳案内士・工業英検1級・iBT TOEFL108点・IELTS8点・国連英検特A

東京新宿校１ 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-20-6 
東京新宿校２ 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-13-10
横浜校 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-2-1中央第6関内ビル3階
京都校 〒604-0845 京都市中京区烏丸通り御池上がる二条殿町542の403号

名古屋校 〒460-0008 名古屋市中区栄4-16-8 栄メンバーズオフィスビル
奈良校 〒631-0024 奈良市百楽園3-11-10
姫路校 〒670-0053 兵庫県姫路市南車崎1-1-24

e-mail : 
info@aquaries-school.com

エイ ゴ ハ コ コ ヨ

月～土曜10：00～ 21：00受付時間

33年の信頼と実績・No.1＆Only1

0120-858-994

http://www.aquaries-school.com

英語最高峰資格
７ 冠 突 破 校

フリーダイヤル

寺田 秀雄さん

英検1級
工業英検1級
TOEIC満点取得

アクエアリーズ 検索 大阪心斎橋校 〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-2-25上田ビル３F

至堺筋本町至堺筋本町

セブンイレブンセブンイレブン

大阪市立南小学校大阪市立南小学校

大阪南郵便局大阪南郵便局

東急ハンズ東急ハンズ ハートンホテル南船場ハートンホテル南船場

松屋松屋
ユニクロユニクロ

至日本橋至日本橋至なんば至なんば

至本町至本町

長堀通

御
堂
筋至

西
大
橋

至
西
大
橋

至
松
屋
町

至
松
屋
町

堺
筋

地下鉄
心斎橋駅
地下鉄
心斎橋駅

地下鉄
長堀橋駅
地下鉄
長堀橋駅

アクエアリーズとの出会い。
長年の米国駐在を終え帰国した私は、自身の能力を
証明する手段としてまず英検1級取得を考え受験しま
した。ところが見事に失敗。海外駐在を通じて身につ
けた自分の英語力もこの程度か、と落胆しましたが、
そのときすぐに考えたのがアクエアリーズの門を叩く
ことでした。学長、植田一三先生の本は米国の日本語

書籍店でも販売されていて、その発信型英語の発想
には米国駐在当時から既に強く心に響くものがあり
ましたので、この機会にその門下で真剣に勉強してみ
ようと思い立ったわけです。

合格に至るまで。
参加した「英検1級対策中講座」の、ボキャビル、読解、
リスニング、ライティング、文法、ロジカルシンキングと
いった、1級合格に向けた要素がシステマティックに組
まれたカリキュラムと、植田先生のほとばしるような
情熱に押されて学び、半年後に1級を再受験したとき
は、合格点を16点も上回る好成績で余裕合格、続いて
二次試験もすんなりと一度でパスし、念願の1級取得
を果たすことができました。そして合格後も同じクラ
スでさらに三ヶ月勉強を続けると、今度はTOEICでも
990点満点をゲットし、驚きを禁じえませんでした。

私から見たアクエアリーズとは。
アクエアリーズの優れた所は、英検1級やTOEIC満点、
通訳ガイドなどの資格取得をクラスの目標としなが
らも、教育方針は単にそこにとどまらず、むしろ資格
取得を手段として本物のコミュニケーション能力を
持った人材を育てるという哲学が底流にあることで
す。例えば、ライティングやスピーキングクラスで鍛え
られる論理的構成力は、そのままビジネスや様々な人
生の局面でも役に立つ深い内容が含まれています。

これから受講される方々へ。
英検1級やTOEIC満点を目指される方、さらには資格
取得にとどまらず更に先を極めたい方も、チャレンジ
をいとわない人なら誰にでも見事に答えてくれる
Only Oneの学校であると思います。

浦 勇樹さん

大学生で国連英検特A級
英検1級・TOEIC970点取得

救ってくれたのはアクエアリーズの通信教材。
大学入学後、英検準1級合格した後、すぐに英検1級に
挑戦しましたが、英検1級には全く歯が立たず、不合格
Cでした。救ってくれたのはアクエアリーズの通信講
座です。ネットで探し、本気で英検1級に合格したかっ
たので迷わず購入しました。そして、米国への交換留
学前に受けた英検1級の一次試験では、リスニングセ
クション半分と得点が低かったものの、語彙24点で
リスニングでの失点をカバーし、ギリギリ合格するこ
とができました。

国連英検特A級へのチャレンジ。
英検1級合格後、英検1級より難しい国連英検特Aを目
指す決意をしました。英検1級、TOEIC970を取得して
いると、確かに就職活動でも役に立ち、周りからは「英
語ができる」とみなされます。しかし、私は英検1級合
格後の英語力に満足しておらず、さらに難易度の高い
資格に挑戦し、英語力を高めようと思ったからです。

国連英検特A級二次試験との闘い。
特A級を目指して半年経過した一回目の国連英検の
一次試験には合格しましたが、二次試験に合格する自
信が全くなかったので、植田一三先生から二次試験
に向けて直接指導を受けました。そして、大学在学中
に国連英検特A級に合格することができました。

これから受講される方々へ。
大学入学後の英検準1級から4年間で国連英検特A級
に合格し、英語力を飛躍的に向上することができまし
た。しかし、まだ自分の英語力に満足していません。こ
れからは工業英検1級、ケンブリッジ英検CPEに挑戦
するだけでなく、アウトプット力を強化し、ビジネスの世
界で通用する英語力、教養あるネイティブと対等に話
せる英語力を目指し、終わりなき英語学習の道を歩も
うと思います。常に刺激を与えてくださる植田一三先生
始め、アクエアリーズには心から感謝しております。

加藤 典子さん

英検1級 合格

アクエアリーズとの出会い。
長年の夢であった英検１級に合格することができまし
た。私はもともと大学で英語を専攻していたのです
が、大学時代は山登りに明け暮れ英語は勉強しませ
んでした。このまま英検１級ホルダーにならずに一生
を終えるのは悔いが残ると思い、英語の勉強を始め
ました。結局、英検準１級取得から10年近く経っても
パスできず、自分の年齢のこともあり、一刻も早く合
格したいという強い気持ちがあったので、アクエア
リーズの門を叩きました。

想像以上に楽しかった授業。
授業では、クラスメイトの語彙力に刺激を受けまし
た。自分が知らない単語をさらっと正解されるのを見
てさすが！とか、なるほど！と感心し、その単語はその
場で自分のものになりました。授業で一番の楽しみ
は、ミッチー先生の英語にまつわる実体験話でした。
先生の体験談は本当に面白く、単語、フレーズが楽し
く記憶に残りました。

計画的な学習がポイント。
英検１級と準１級のレベルには大きな差があります
が、それでも平均的な英検１級合格者とネイティブと
の差に比べたらほんの微々たるものです。なので、早
く１級に合格し、もっと深く英語を勉強するための世
界の入り口に立ちたいと思い、手帳のマンスリー枠に
は毎日の学習予定、バーティカルの時間軸のところに

は、勉強した時間を記入して学習状況を振り返りなが
ら日々努力を重ねました。そして３度目の挑戦で、１
次試験に合格することができました。2次試験対策も
１次試験合格前から受講しましたが、論理性に欠ける
話し方で毎回ミッチー先生を困らせ、結局2次はギリ
ギリ合格でしたが、１回で合格しました。

これから受講される方々へ。
独学でも必死に頑張れば、１級合格可能な方は確か
にいらっしゃるでしょう。でも、私がアクエアリーズで
学んでよかったと思うのは、自分の弱点を早い段階で
把握できたこと、また、クラスメイトに刺激され、励ま
され、楽しく勉強できたことです。英検１級に合格し、
やっと英語学習者としてスタートラインに立てたよう
に思います。今はTOEIC満点と、通訳案内士試験合格
を目指して勉強を続けています。

大阪心斎橋校


