
２月の第 3 週目（２月 11 日～）と第４週目（２月 18 日～）にオ

ープンクラス(参観日)を開催する予定です。自由参加ですが、ご都

合のつく方はぜひご参加ください。通常とは違うクラスの雰囲気に

子供達も緊張し、いつもとは違う行動をとるかとは思いますが、温

かく見守ってあげてください。 

 

❖２月 11 日（火）～2 月 15 日（土） 

スーパートドラー 

 

❖２月 18 日（火）～2 月 22 日（土） 

スーパーキッズ・キッズクラス・スーパーフォニックス 

 

●下のお子さんや上のお子さんを連れてクラス参観をされる場合、

クラスの進行の妨げとならないようお願いします。 

●当日は込み合いますので、あかしあ台教室にはお車以外でご来校

ください。  

●学校近辺での路上駐車は近隣の方の迷惑となるので、ご遠慮下さ

い。(エルムプラザ・イオンモールなど 2 時間は駐車無料です。) 

●クラスの後半 30 分を参観の時間とさせていただきます。 

●授業の写真・ビデオ撮影はご遠慮下さい。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

News Letter Feb 2020 

 
はじめに 

 
「うちの子はゲームばかりで勉強しないんですよ・・」 

お母さん方の間でよく話題になる会話ですね。そんな悩みをお持ちの保護者様

に、こっそり子供がゲーム嫌いになる方法を教えます。 

 

⚫ 一生懸命ゲームに取り組むように言う 

⚫ どこまで進めるか目標を立てさせる 

⚫ 目標に対しての進捗を管理する 

⚫ 進捗が遅れていたら叱る 

⚫ なぜ遅れているのか理由を問いただす 

⚫ 遅れを取り戻すための方法を言わせる 

⚫ ゲームのやり方に都度口を出す 

 

いかがでしょうか（笑）？ この「ゲーム嫌いにさせる方法」は、たまたま Twitter

上で見かけたのですが、ゲームを英語や勉強に言い換える事ができます。英語

嫌い、勉強嫌いは、ひょっとして人から過度に管理される事が原因かもしれませ

ん。 

2月は受験を控えている子供達にとっては、とてもストレスがたまる時期だと思い

ます。私は私学の高校を選んだため、すでに 12月の時点で進学先が決まって

いました。合格が決まった時のあの解放感、やっと勉強ができる！と心の底から

喜びが込み上がってきました。テストの点も内申点も気にする必要がなく、自分

の好きなように勉強できる自由、目標は「合格」する事ではなく、純粋に学ぶ事。

誰かに管理されるのではなく、自分で自分を管理できる自由。心に余裕ができ

たため、友達の勉強も手伝えたし、人に教える事によって、情報がより定着し、

自分の理解向上へと繋がったし、まさにWin Win（一石二鳥） 状態でした。受験

勉強で管理されながら必死になって勉強していた時より、受験が終わった後の

方が成績が伸びました。それも楽しみながら・・ 

自立的・自律的に勉強できるって素晴らしい事だと思うので、子供達の学ぶ力を

信じて、よりよいサポートを提供させていただきたいと思っています。 

 

●≪重要≫翌月からの各種変更（休会・退会など）の手続き
の届出締切日は２0 日までです。お間違いのないようお願い致しま

す。一部欠席された場合、あるいは２０日までに休会・退会のご連

絡がなかった場合、特別な理由を除き後からの払い戻しはできませ

んのでご了承ください。 

 

●2 月 11 日（祝・火）は、通常通り授業がございます。お間違い

のないようお願い致します。 

 

●「英語で多読クラブ」の参観日は 2 月 5 日（水）と 2 月 6 日

（木）です。テーマは「おもてなし in ARK ACADENY 

Museum」です。子供達はグループに分かれ、自分達の興味のある

題材を選択、展示、発表します。15 分間英語で「おもてなし」を

できるかが、子供達に与えられた課題です。保護者の方は、ぜひお

子さんの頑張っている姿を応援しに来てください。受講者以外の方

でも、英語で多読クラブに興味がある方は参観が可能ですので、眞

由美先生、もしくはペイトン初穂までお申し込み下さい。 

 

●「英語で育児サークル」は、4 月より消費税を加算させていただ

きます。小さいお子さんをお持ちのご家庭に、できるだけ金銭的な

負担がないようお値段を設定させていただいておりましたが、健全

な学校運営のためやむを得ず決定させていただきました。ますます

楽しいクラスをご提供させていただきたいと思っておりますので、

ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。 

 

●≪２月～３月の振替日≫3 月以降は未定です。時間帯が変更しま

すので、アークアカデミー3 月号でお知らせいたします。 

https://airrsv.net/arkacademy/calendar 

 
スーパーキッズ 2 月 15 日（土）3 月 14 日（土） 

キッズ①＆①+ 2 月 22 日（土）3 月 21 日（土） 

キッズ②＆②+ 2 月 18 日（火）3 月 10 日（火） 

キッズ③＆③+ 2 月 25 日（火）3 月 17 日（火） 

バイリンガル/中学生 2 月 1 日（土）3 月 7 日（土） 

 

 

★Contents★ 

■はじめに■最新情報・お知らせ 

■今月の誕生日■英語を学ぶ順番って？ 

■オープンクラスのお知らせ■新年度クラス編成 

■■副教材「魔法のカード BB メソッド」 

 

 

 

 

ARK ACADEMY 
アークアカデミー英会話教室 
 

三田市あかしあ台４-８-１ 

Tel /Fax : 079-563-3132 
Email: info.ark.academy@gmail.com 

ホームページ「アークアカデミー英会話教室」で検索 

フェイスブック： www.facebook.com/ark.academy.sanda 
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アンケート配布からクラス編成の流れ 
 

① 新年度希望クラスアンケー用紙 ○済  

↓ 

② アンケート回収（12 月中）○済  

↓ 

③ 新年度時間割作成・配布 ○済  

↓ 

④ 在校生の来年度クラス予約受付（2 月） 

↓ 

⑤ 新入会者希望者の受付（2 月～3 月） 

↓ 

⑥ クラス編成・新年度時間割の完成（2 月～３月） 

 

4 月より引き続き受講をご希望の方で、新年度クラス予約用紙をまだ提

出されていない方は、至急ご提出をお願いします。 

 

すでに満席のクラスもございますので、保護者の方とご相談しながらク

ラス編成をすすめていきたいと思っています。兄弟関係、クラス構成

（男女の比率、レベル、ダイナミック）や会員歴などを考慮させていた

だきますが、できるだけお子さんの性格や適性、レベルにあったクラス

をご提案できるよう努めさせていただきます。 

 

2 月中頃から新規入会者の受付を始める予定ですので、お知り合いやご

兄弟で、英会話教室を検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ

アークアカデミーをご紹介下さい。 

 

https://airrsv.net/arkacademy/calendar
mailto:info.ark.academy@gmail.com
http://www.facebook.com/ark.academy.sanda


 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
  

  

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

    

以前もニュースレターで紹介させていただきましたが、4月より副教材として

「B.B カード」を導入する事になりました。B.B カードの存在を知ったのは 7～

8年前。やっと導入できる事にワクワクしています。 

 

B.B カードはテキストではなく、64枚の絵カードとそれに対応する字カード、

計 128枚で構成されているトランプのようなカードです。基本の 64センテ

ンスはマザーグースや早口言葉をもとに作られているので、韻を踏んていて

リズミカル、また中学レベルのセンテンスです。 

例えば、 

Betty Botter bought some butter for her mother. 

Mad monkey made a lot of money in many way. 

 

このようなセンテンスを聞こえた通り真似して言うことから始まります。あえて

ゆっくり言わず、ナチュラルスピードでどんどん進めていきます。ビンゴゲーム

などをしながら、子供達は聞こえたセンテンスを真似しながら 16枚の絵カ

ードから該当する絵カードを探していきます。 

 

BB カードで身に付く事は、 

 

音声 英語のリズム、イントネーション、アクセント、リエゾン 

文字 音と文字との相関関係（フォニックス）を理解 

作文力 中学で学習するレベルの基本構文が体に染み込み、そ

れらの英文が作文や英会話をする際の拠り所となる 

文法 中学 3年生までに学習する文法事項に聞き慣れる・言

い慣れる 

 

カードゲームを楽しみながら英語学習の骨の部分を構築していきます。 

なにやら難しく聞こえますが、「基本は遊んで学ぶ」事。それが BB カードの

魅力なのです。 

BB カードの 3原則は： 

 

① 全体から個へ 

② 基本は遊んで学ぶ 

③ いい加減が好い加減（←ここが好き！） 

 

従来の授業はテキストを開いてそれを先生が説明して、生徒が聞く→確実

に覚えたら次へという、「個から全体へ」「易いから難へ」という段階を追う学

習方法（ボトムアップ式）です。フォニックス学習も典型的なボトムアップ式。

1つ 1つ積み重ねることで、できる事や読めるものが増えていくので、「でき

た！読める！」という実感、成果がわかりやすいです。一方、BB カードはそ

の逆、「全体から個へ」（トップダウン式）です。ですので、時間がかかるし、

短期間で成果が目に見えにくい部分がありますが、子供達の中に着実に英

語の土台が築いていけるのが BB カードの特徴の一つです。 

 

また、この BB カードの魅力の 1つは「文法構造を知る」ことかなとも思いま

す。英語と日本語はまったく違うかけ離れた言語です。その中でも文構造・

語順は大きく違います。文法が少々間違っていても、語順さえあっていれば

意味が伝わりますが、語順が違うとまったく別の意味になってしまいます。 

この先、英語を学習する中で必ず習う 5文型（覚えてますか？？） 

① SV ②SVC ③SVO ④SVOO ⑤SVOC 

英文が難しく複雑になる程、文型の考えなしでは太刀打ちできなくなりま

① SV ②SVC ③SVO ④SVOO ⑤SVOC 
 

英文が難しく複雑になる程、上記の５文型の考えなしでは太刀打ちできなく

なります。高校英語で習う文型ですが、私はまったく理解できませんでし

た・・でも多読を通してインプット量が増えるにつれ、この 5文型がだんだん

理解できるようになり、英語のおもしろさに増々のめりこんでいきました。5文

型を理解する事によって長くて複雑な文も驚くほど分かるようになったし、な

により英語が書けるようになりました。BB カードは遊びながら、この核となる

文構造を、先生とインタラクションをしながら、繰り返し基本センテンスを唱

える事で身に付けていけるのです。また、単語を入れ替える事で、語彙も増

やしていけます。そしてそのセンテンスを何度も繰り返し声に出す事で、自

然と英語の持つ音やリズム、発音も身に付きます。 

 

BB カードはまさに英語学習の宝庫！「楽しみながらも確実に英語力を身に

付ける」それを可能にするのがこの BB カードだと思っています。成果が可

視化できるまでは時間がかかるとは思いますが、急がば回れ、保護者の方

には「待つこと、見守ること」をお願いできればなと思っています。 

 

 

 2 月 

「書く」「読む」「話す」「聞く」というのが英語の 4技能といいます、大学受験を目

標に突き進んでいく日本の英語教育は、「書く」「読む」に重点がおかれ、中高

6年と英語を勉強してきても話す事ができない、という事はよく耳にすることかと

思います。実際は、「書く」ことも「読む」事もできていないのが実情です。 

 

最近は英語教育改革の盛り上がりもあり、英語の 4技能の重要性が謳われて

いますが、これらの 4技能を「同時に・等しく」鍛えていけばいいかというと、そう

いうわけではありません。英語には年齢ごとに適切な学習法があります。うちの

子はまだアルファベットも書けなくて・・・と幼稚園児のお母様が不安がられたりし

ますが、書く作業に幼稚園で 1年かかっていた事が、高学年になると 3日で学

習できたりするものです。また逆に、幼稚園のお子さんが一回聞いただけできれ

いな発音を再現できても、高学年以上になると、何度聞いてもカタカナ発音し

かならない場合も珍しくありません。何が言いたいかというと、英語には年齢ごと

に適切な学習法があるという事です。これは SLA（第 2言語習得）の研究でも

最大公約数的に分かっていることであり、家庭でお子さんと英語を学んでいく際

にも、お子さんの発達段階に合わせて、やり方を調整していくことはかかせませ

ん。 

まず、人間はこの世に生まれ落ちると「聞く力」、リスニング力が発達します。生

まれたての赤ちゃんは、目はまだ見えませんが、耳は全力をあげて働いていま

す。リスニング力は 8歳くらいまで勢いよく伸びていきます。この時期にたくさん

英語の音に触れさせてあげてください。ちなみに我が家は、テレビは見せず、映

像はすべて DVDや YOUTUBEで英語番組のみ見せていました。基本的に子

供には（ある年齢に達するまで）決定権がありませんでしたが、それが我が家の

「普通」なので、特に文句を言う事もなく、英語番組を楽しんでいました。その甲

斐あってか、今は洋画などは日本語より英語の方がしっくりするようです。。 

 

しかし、勢いよく伸びていくこのリスニング力も、永久に右肩上がりではなく、ある

程度の時点から、カーブは緩やかになっていきます。一方、文字を読み取る

力、リーディング力は、最初こそは緩やかに発達しますが、一定の段階から急

上昇し、最終的には情報収集においてリスニング能力を超えていきます。6歳

～8歳までの間にフォニックスの基礎を身に付け「読む」ためのベースを作り、8

歳～10歳くらいから英語を英語で読める力を育てるためにも、レベルにあった

英語をたくさん読む「多読」へと繋げていくことによって、「本物の英語力」が育っ

ていく素地ができます。 

 

小学校高学年くらいになると、抽象的な物事を理解する力が徐々についてき

て、基本的なロジックを読み解いたり、自分の主張を表現したりできるようになっ

てきます。大人の脳に近づいてくるこの時期、子供の論理的な思考力はぐんと

伸びます。外国語習得について言えば、このあたりから母語による学習が効果

を発揮してきます。多読や英会話教室などで、なんとなく喋れていたり読めてい

たりした英語が、文法というツールで整理できるようになると、より正確な英語表

現を可能にします。特に母語能力が一定の完成を見る中学生くらいの時期に、

文法などの論理的な学習はとても有効かと思います。ただし、文法はすでに内

在するもの（インプットした英語）を整理したり、文をつくるためのツールなので、

十分なインプット量があった時はとても効果的に力を発揮するかと思います。 

 

アークアカデミーでは、こうした成長段階における特性を考慮し、益々楽しく効

果的な英語学習がご提供できるよう、4月からのカリキュラム作りに取り組んで

おりますので、楽しみにしていてくださいね！ 

 


