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プレスリリース 

 2012年 11月 22日 

株式会社レアジョブ   
 

きっかけは、「家族」？！ 

～ オンライン英会話のレアジョブを始めた「きっかけ」は？ 

これからの「目標」は？大分析～ 
 

オンライン英会話「レアジョブ」を運営する株式会社レアジョブ（住所：東京都渋谷区、代表取締役：

加藤智久 以下、レアジョブ）は、設立 5 周年を記念して 2012 年 10 月 18 日から 4 週連続で「あ

りがとう！レアジョブ 5 周年感謝祭」を実施し、その企画の一環として、みなさまからレアジョブを

はじめた「きっかけ」と、これからの「目標」を投稿していただき、投稿目標 6,140 件に対して 1.5 倍

の延べ 9,300 件のご投稿をいただきました。矢野経済研究所のデータでは、2011 年度の e-

learning 市場規模は、前年度比 34.3%増の 47 億円へと拡大しております。この市場の大きな牽

引要因であるオンライン英会話が注目を集める昨今、会員のみなさまがどのようなきっかけで 

レアジョブを始め、これから何を目指すのかについて分析したところ、興味深い傾向が明らかにな

りましたので発表いたします。 

 

＝「ありがとう！レアジョブ５周年感謝祭」概要 ＝  投稿数 9,322件 
開催期間 2012 年 10 月 18日～2012 年 11 月 18 日 

第 1 弾 「レアジョブを始めたきっかけ」「レアジョブあるある」募集 on Twitter  

／セブ島 3 泊 4 日、他無料レッスンが当たる！ 

第 2 弾 英語スピーチコンテスト／学習成果を発表してフィリピン留学を GET しよう！ 

第 3 弾 目標宣言コンテスト／熱い目標宣言で最大 2 年間無料 

第 4 弾 プレミアムレッスン争奪戦／人気講師のレッスンを無料プレゼント 

http://www.rarejob.com/5th_anniv.php 
第 2 弾 英語スピーチコンテストは本大会を下記日程で行います。 

 参加者には、スピーチの観覧以外にもワークショップや懇親会など参加型の企画もご用意いたしまし

たので、ぜひご応募ください。 

【日時】12 月 1 日（土）15:00～17:30 （受付開始 14:30～）【場所】株式会社レアジョブ本社４階  レ

アジョブホール【住所】東京都渋谷区桜丘町 12－10 渋谷インフォスアネックス （渋谷駅より徒歩 5

分）【URL】http://www.rarejob.com/5th_anniv_evt2_result.php 

 

＝ レアジョブの会員属性 ＝ 

30 代男性が全体の 1/4 以上、次いで 40 代男性、20 代男性、30 代女性の順となっており、実践

の場に活かすために学習されている方が多くみられます。男女比は２：１。2012 年 10 月時点で登

録会員数 13万人突破。 

 

【主な分析結果】 
 

１．きっかけは「家族」!?日本のグローバル化は一番身近なところまで進んでいる! 

２．きっかけ 感情部門は「向上心」が圧倒的多数 

３．今後の目標は英語を「仕事」で活かすこと!きっかけは些細なことでも、

目標は大きく! 
 

詳細は分析資料をご覧ください。 

■本プレスリリースに関する問合せ 

株式会社レアジョブ 広報：橋本、田形（press@rarejob.com） 

TEL： 03-6416-7125／FAX： 03-6416-7128 

http://www.rarejob.com/5th_anniv.php
http://www.rarejob.com/5th_anniv_evt2_result.php
mailto:press@rarejob.com


 

2 

 

１．きっかけは「家族」？！日本のグローバル化は一番身近なところまで進んでいる！ 

設立５周年企画の第一弾として「レアジョブをはじめたきっかけ」を Twitter で募集したところ、345

件の投稿をいただきました。内訳をみると、実際に英会話学習に踏み出す“きっかけ”は、意外に

も一番身近なところに潜んでいたようです。皆様の投稿をカテゴリーに分けたところ、上位 3 項目

は以下のとおりとなりました。 

 

 

1位「家族、友人、恋人」 27％ 

2位「仕事」  24％ 

3位「サービス」 21％ 

 
 

投稿が最も多かったカテゴリーは、「家族、友人、恋人」。内訳としては、“親戚が海外の方と結婚

して”“友達が流暢にしゃべるのを見て”という、身近な方の英語に触れる機会増加により、ご自身

もコミュニケーションツールとして英語を学ぶ意欲が湧いたという事例でした。グローバル化の必

要性が叫ばれて久しい中、技術や資格としてではなく、あくまで意思疎通の道具として英語を学び

たいという気持ちが“きっかけ”になったことは、日本が本当の意味でグローバル化に向けて動き

出したという予感を感じずにはいられません。 

2 位の“きっかけ”は「仕事」。会社規模の英語への取り組みは社会現象として話題になるだけで

なく、既に定着し始めていると言えるようです。3 位の「サービス」は、オンライン英会話の特徴でも

ある、どこでもマンツーマンレッスンが受けられる手軽さと、リーズナブルな価格が後押しとなった

という投稿でした。 

以下、投稿について一部ご紹介いたします。 

 

 

１位「家族、友人、恋人」 
■3 年程前、会社の同僚から安心できるサイトだと聞いて始めた。存在は知っていたが、「スカイプで英

語？」「フィリピンの先生？」という広告に少しビビッていたが、同僚の言葉に安心した。毎日英語を話すきっ

かけを探していた。 

■すべては夫との出会いがきっかけ。海外なんて一生縁がないと思っていたのに外資系で働く夫と結婚。義

妹は 海外大学卒業後、アメリカ国籍のタイ人と結婚してアメリカ人に。学生時代は英語赤点の私だけど義

弟と普通に話したい！結婚五年目に夫に勧められたのがレアジョブでした 

■妻が英語を話せるのですが、外国人の友達と話をしている時、自分だけが会話に入れず、悔しい(>_<)思

いをしたことがきっかけかな。 

分析資料 
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■以前から気になっていた英会話の習得。40 歳になって、私より年上の人から「今からは英語が必要だよ」

と本気で言われて、その気になりました。never too late 

 

2位「仕事」 
■英語ができないと仕事を回してもらえない。英語が出来れば仕事の幅が広がることを実感したから。毎日

激務で、帰りが遅くても早朝や深夜でも受講できる点が始めたきっかけ 

■きっかけは、長らく務めた会社を離れ、今の会社の海外営業部設立に関わった為。欧米の経験は長かっ

たが、アジアを攻略するミッションだったので、アジア英語の１つであるレアジョブでトレーニングをしようと思

ったからです。 

■アメリカ人が上司になった。やるしかない。 

■ある日何気なく会社で電話に出たら、英語だった。パニックに陥り、かろうじて部長の名前だけ聞こえたの

で、部長に「外国の方からです」とだけ言って押しつけるように電話を繋いだ。部長が「外国の方・・・」と冷や

かにつぶやくのを聞き、「英会話始めよう」と強く思った。 

 

3位「サービス」 
■自分本位のスケジュールでできる、自宅でできる、格安でできる、同じアジア人との会話なので無駄な緊

張感がなくできる！ 

■大手の英会話学校だと、知らない日本人の生徒と組まされて会話の練習させられるので、人見知りが激

しい私には苦痛でしかありませんでした。レアジョブは先生が選べるしマンツーマンなので間違えても恥ずか

しくないからいいかなと思ってはじめました。 

■隙間時間に予約できることは、英語を学びたいワーキングマザーにとって、魅力の一つ。２５分間っていう

長すぎない時間も、家事をこなしながらの身としては、魅力の一つ。さりげないけど、魅力がいっぱい。それ

がレアジョブをはじめたきっかけです 

■子育て終了。私、英語が話したかったんだ。田舎に住んでて外国人もいないしね。ネット見てたら安くてマ

ンツーマンのレッスン発見！フィリッピンの先生は気さくで優しいし、このレッスン発案した人に感謝やわ！ 

 

その他の「きっかけ」 
■「資格とってそれかよ」 TOEIC980、英検 1 級取得したのはいいものの、それに見合う英会話力が無く、

恥ずかしいしのでレアジョブを始めました。今もまだ胸を張って I can speak English と言えないのでレアジョ

ブ継続しています 

■現在 52 歳、退職後にマレーシアでのロングステイを夢みています。そこで、まず、英語力を付けます 

■ボケ防止（笑） 
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２．はじめたきっかけ／感情部門は「向上心」が圧倒的多数 

先ほど分析した、はじめたきっかけを「感情」の側面からカテゴリー分けいたしました。上位 3 項目

は下記のとおりです。 

 

1位「向上心」 57％ 

2位「恥ずかしい／悔しい」 23％ 

3位「危機感」14％ 

 
 

はじめたきっかけの感情的側面として、当初「恥ずかしい／悔しい」という意見が大多数になると

想定していましたが、それを大きく上回り、半数以上の方が、「向上心」からレアジョブをはじめたと

回答。「好奇心」と合わせると、実に 60％以上がポジティブなきっかけからはじめた、ということが

分かりました。逆にネガティブなきっかけである「恥ずかしい／悔しい」「危機感」はトータルで 37％

でした。英語が好きだから、または英語を身に付けることにより自身のステップアップを図りたいポ

ジティブスタート派と、得意ではないが、必要性を再認識して始めたネガティブスタート派の２極化

が明らかになりました。以下、特に興味深い投稿の一部をご紹介いたします。 

 

1位「向上心」 
■子供が英語を始めたのをきっかけに私ももう一度頑張ってみようと思いました。子供も私が勉強している

のみて、一緒に英語に触れあっています。来年親子短期ホームステイをするつもりです 

■世界中の人と触れ合う仕事がしたいという夢を諦められなかった。家事と仕事に追われ、英語に触れる機

会が ない。そんな時に友達に見つけたレアジョブ。家事の合間、主人の帰りを待つ間、勉強出来る素晴らし

い機会。子育てが落ち着く 10 年後、夢を達成する！を目 標に頑張ります！ 
 

2位「恥ずかしい／悔しい」 
■カナダのカフェでマフィンとコーヒーを注文、店員さんに何か言われたので Pardon?と２回聞き返すもわか

らず、店員さんにヤレヤレという顔と手振りをされてお会計・・・。つらかった。(T_T) 

■ちなみに僕の #レアジョブきっかけ は、中東に旅行したとき普段いじりまくっる友だちの英語が流ちょうす

ぎて、立場が逆転したことです(´・ω・｀) 悔しかった.. 

 

3位「危機感」 
■オランダで 10 年に一度開催される業界関係の展示会があり、どうしても行きたくて、コンテストに自社商

品を強引に出品。それからレアジョブで猛特訓しました。おかげでなんとか無事に行くことが出来ました♪ 

■突然 上司に海外出張に一人で行ってもらうかもしれないと脅され、あわてて登録。 
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◆今後の目標は「仕事」で活かすこと！きっかけは些細なことでも、目標は大きく！ 

この企画では、目標実現までの期限を 2 年、1 年、半年と決めて宣言していただきました。全投稿

数は 1,422 件。傾向としては、期間が短くなるにつれ、「資格取得」や「留学」などの実用的な目標

を掲げる方が多く、期間が長くなるにつれ「起業」や「海外長期滞在」など、仕事やキャリアを見据

えて自分自身の英語力を向上させたいと考える傾向が明らかになりました。また全期間を通した

結果としては、「仕事」と「資格」で 6 割を超え、弊社の会員属性の特徴である 20 代・30 代・40 代

の目標が、自身のキャリアアップであることが顕著に現れました。語学学習のきっかけは、身近な

人の影響など日常の些細なことでも、学習を進めるにつれ目標に掲げるものは今後のキャリアな

ど、自身の将来を左右する具体的なものとなる傾向があるようです。 

全期間を通しての目標項目上位３件は下記の通りです。また期間毎の目標は下記グラフをご参

照ください。 

 

 1位 仕事 42.7％ 

 ２位 資格 22.1％ 

 ３位 家族・友達・恋人 15.2％ 

   
 

 

   
 

 

投稿の一部をご紹介いたします。 

 

■2年で目標達成 
■輸出系企業で人事の仕事をしていますが、業務上、社員には「グローバル人材になれ！」と散々言ってい

るものの、自分自身が全くグローバル人材へのスタートが 切れておりません。２年間でレアジョブを習慣化

し、社員に誇れるグローバル人材となり、最終的にはレアジョブで培った語学力で海外部門で働くことを目指

します！ 
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■夢だったメキシコカンクンで住み早３年。スペイン語はビジネス会話も問題ありません。しかし、英語が苦

手な日本人の代表のような自分。英語圏の方と会っても スペイン語で話す始末…相手がわからないとメキ

シコ人に通訳を頼む自分が情けなくもう一度英語学習を再開し夢のトリリンガルになりたいと思ってます。 

■来年、ミスユニバースに応募する予定です。世界大会に出たら公用語が英語なので、普通に他の国の美

女とおしゃべりしたいです。 

■2020 年の東京オリンピックの開催決定を前提に会話力を強化する。目的は、外国人トライアスリートやス

タッフをもてなすボランティアをやりたい。我が家も改装して彼らのサポーターも宿泊できるようにし、家族全

員でおもてなしをする。 

 

■1年で目標達成 
■来年の 9 月にイギリスで資格試験を受けます。まだ日本人合格者はいません。一次試験は筆記だけだっ

たので合格しました(*ﾟ▽ﾟ*)どうしても二次試験である口頭試問受かりたいのでレアジョブで頑張ります 

■子どもの入学を機に，結婚前にしていた教員に復帰したい。長年のブランクと，昨今の学校事情を考える

と，せめて「あの先生英語はめちゃすごいよな」と生徒に 思わせるだけのスキルを身につけたい。具体的な

勉強目標は，TOEIC860 点と英検準１級の取得。がんばってる母ちゃんを見て，英語を勉強し始めた子ど も

にもいい刺激になるといいな！ 

■現在、大学院で研究をしています。今年の夏に国際学会に参加しましたが、丸暗記した英語しか話せず

悔しい思いをしました。来年こそは、英語でカッコよくプレゼンテーションが出来るようになりたいです!! 

 

■半年で目標達成 
■アラフォーからの挑戦！TOEIC990 取って転職！アラフォーでも可能性はいくらでもあるということ、夢は

かなうということを実証したーいい！！ 

■勢いで外資系に転職しましたが、言語難民化しています。熱い宣言というよりも瀬戸際宣言になりますが、

大ピンチは大チャンスとして頑張りまっす！！！！ 

■映画を見ている時、字幕ばかりを追ってしまい役者さんの演技を見逃してしまうことが多々。。字幕なしで

見れたらもっと楽しめると思うから英語力つけたい！ 

 

 

オンライン英会話という新しい語学学習のスタイルがさらに普及するよう、レアジョブでは今後も情

報の発信、興味を持っていただける企画の実施を進めてまいります。 

 

 

■オンライン英会話レアジョブとは ( http://www.rarejob.com/ ) 

無料のインターネット通話ソフト＝スカイプ（Skype）を使用してマンツーマンの英会話レッスンを提

供しています。1 レッスン(=25 分)を毎日受講できて月額 5,000 円、他 3 種類の料金プランを揃え

ています。講師は英語を公用語とするフィリピン人を採用し、気軽に利用しやすい価格で、楽しく、

学習効果の高い英会話レッスンを実現しています。 

 

■会社概要 

社名：株式会社レアジョブ／代表取締役社長：加藤智久／設立：2007年 10月 18日  

資本金：1,610万円／事業内容：オンライン英会話サービス業 

住所：東京都渋谷区桜丘町 12-10 渋谷インフォスアネックス 5階 

 

■本プレスリリースに関する問合せ 

株式会社レアジョブ 広報：橋本、田形（press@rarejob.com） 

TEL： 03-6416-7125／FAX： 03-6416-7128 

以上 

http://www.rarejob.com/
mailto:press@rarejob.com

