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新着情報・お知らせ

第2回目となる大学入試共通テストが終わりました。

オミクロン株が猛威を振るい始めたり、海底火山が噴火して津波がきたり、東
大の試験会場で事件があったりと、受験というものは最後の最後まで何が起
こるか誰にも分からないものですね・・

東大の試験会場で起こった刺傷事件、受験生の保護者でもない私でさえも
かなり動揺したのですから、試験会場に集まっていた受験生の皆さんはどれ
だけ不安になったことでしょうか。また、事件を起こしてしまった子供はまだ高
校2年生。精神的にこれだけ子供を追い込む受験という制度の歪みに、目を
背けてはいけないような気がします。

最近、自暴自棄になって無差別に他人を巻き込む事件が多くなってきたよう
に思います。日本って、何事も一回勝負というか、正解・不正解の2元的価値
観が強いというか、世間でいう「失敗」に対してものすご～く不寛容な社会だと
思います。「現役」とか「新卒」というのが一つのステータスみたいになってい
て、それで追い込まれていしまっている子供が多いように感じます。マジョリ
ティの真善美の基準や価値観に照らして「間違っている」ものや「失敗者」は
だいたい「矯正」か「排除」の洗礼を受けることになる、そういった空気をみん
なうすうす感じているのではないでしょうか？

人格やら人間味は、挫折や失敗、そして時には悲しみや苦しみを通して練ら
れていくものだな～と今まで出会った魅力ある人々を思い出しながら実感して
いるし、だからこそ、失敗してもなんとかなるというセイフティネットで、子供達
を守ってあげるのが大人の役目だと思います。

人生という壮大な「物語」を読み解くめに「正／誤に回収されえない問い」とい
うものが実は世の中には結構ある、というあまりパッとしない現実を、学生さん
たちにそれとなくお伝えするというのが、教育のひとつの大きな役割であると思
うのだけれど、受験という仕組みが、実は弊害になっているのではないかと、
最近の事件を見聞きしながら悶々と考えてしまっています。
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●≪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。

●休会の場合は年間2か月はお席を確保させていただきますが、それ以上
休会が続く場合、予約待ちの方にお席を優先させていただきます。特別な
事情がある場合はご相談ください。

●2022年度の新時間割を配布しております。ご確認の上、新年度クラス申
し込み用紙に、第2希望（あれば第３希望まで）までを書いてご提出くだ
さい。締め切りは2月5日（土）です。

●2月1日～2月5日は参観ウィークですが、コロナ感染状況によってはやむ
を得ずキャンセルする場合がございますので、ご了承ください。

●帰国子女や国際ファミリーを対象にしたバイリンガルクラスの受講生を
募集中です。英語力維持を目的としたクラスです。

●２月１１日（金・祝）、２月２３日（水・祝）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。

●宿題やスクールからのお知らせは、会員限定ページからご確認ください
(幼稚園クラス～小学生クラスのみ）。

●南ウッディタウン駅前校の建物前のスペースは駐車禁止です。お車で送
迎の場合は、エルムプラザの駐車場をご利用下さい。また、駐車場は危険
ですし、他の店舗さんの迷惑になりますので、授業後は速やかにご帰宅く
ださい。

●≪2月～3月の補講日≫
振替の予約をキャンセルする場合は、確認メールよりお手続きください。
今年度の補講日は3月までにお取りください。新年度への持ち越しはできません。

スーパーキッズ 2月19日(土） 3月12日(土)
キッズ①＆①+ 2月26日(土） 3月19日(土)
キッズ②＆②+ 2月15日(火） 3月8日(火)

キッズ③＆③+＆キッズ④ 2月22日(火） 3月15日(火）
キッズ④＋/中学生 2月5日(土） 3月5日(土)
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アークアカデミー通信1月号でもお知らせしましたが、4月より小学生高学
年の英語ビギナーを対象にしたクラスを開講させていただきます。

ご存じのように、2021年より中学校でも新学習指導要領が導入され、英語
のカリキュラムが大きく変わりました。主な二つの変化は、今まで高校英語
の範囲だった文法事項の一部の前倒し、そして覚えなければならない英単語
の増加（1200語から1600～1800語）。残念ながら、未だに正解・不正
解ばかりにフォーカスする授業・定期テスト・成績などが、思春期真っ只中
の子供達の「英語嫌い」をどんどん加速させているように思われます・・・

昨年度は英語嫌いになりつつあるお子さんを危惧され、中学生の保護者様か
らのお問い合わせがとても多い1年でした。

「英語 = テスト・暗記・文法パズル」 という経験を刷り込まれる前に、
「英語は自分や相手の事をより知るコミュニケーションのツール = 楽し
い」という実体験が少しでもあれば、サハラ砂漠（？）のような中学英語の
中にも、命をはぐぐむ泉を見失う事がないはず。中学英語への移行がスムー
ズになるように、そして、「テスト英語」ではなく「コミュニケーションを
楽しむ英語」をぜひ小学生のうちに体験して欲しいという願いをこめて、高
学年ビギナークラスを開講させていただきたいと思っています。

• 日時：木曜日 午後5時40分～午後6時30分
• 講師：育子先生
• 場所：あかしあ台教室

ベイビークラブ土曜日クラス
未就園児クラス (0歳～3歳対象 親子クラス）

高学年ビギナークラス開講予定

未就園児を対象とした親子クラス「ベイビークラブ」。今年4月より土曜
日の午後に開講を予定しています。

乳幼児期にさまざまな体験をすることは、子どもの「脳神経（ニューロ
ン）」を伸ばす素地をつくるのに大変役に立ち、成人になっても好きなこ
とに関する神経回路が衰えない脳が育つという研究結果があります。日本
という日本語が常用語社会の中で、それがもう一つ英語という「言語」の
体験であれば、「言語のニューロン」の発達に大変良い影響を与えるそう
です。。

当教室では、小さい頃から英語に触れているお子さんも多いのですが、
「耳のよさ」であったり、「英語の感覚」といったものは、やはりずば抜
けているように思います。

また、小さい頃に覚えた英語や歌は、不思議な事に一生忘れません。早期
英語学習が進められる大きな理由が、このような子供の脳の特性を活かす
事ができるためなのです。

また、保護者の方々にとっても、英語に触れるよいチャンス。ご自分の発
音や英語力を気にする必要などはございません。子供に一番影響を与える
のが、英語に対する親の「態度」。一緒にクラスを楽しむ事で、きっと子
供の心に「英語は楽しい！」という喜びの種がまかれると思いますよ！

• 日時：土曜日 午後1時～1時40分
• 講師：クリストファー先生
• 場所：あかしあ台教室
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オンライン フォニックスコース 中学生クラスについて

おめでとうございます！！

英語学習で一番重要な時期って、中学の3年間ではないかな～と個人的に
は思っています。小さい頃から英語に触れてきた子供達にとっては、英語
力を「爆発」させるチャンス。今まで音として感覚的に学んできた英語を、
文法というツールで整理出来る事によって、暗黙の「なんとなく」が論理
的に「わかった」に明示化がされ、英語4技能力が一気に伸びます。

2021年より、英語のカリキュラムが大きく変わりましたが、その中でも
歓迎すべき一つの変化は、「仮定法」を中学で学習する事かと思います。
「仮定法」が使える事で、表現の幅がぐんと広がりますし、中学3年生程
度の文法力があれば、日常会話レベルの英語は十分カバーできます。

また中学以降から英語をはじめる場合には、学びの「圧縮」が出来るとい
うメリットがあります。この時期には母語の能力（国語力）がひとまず成
熟の段階を迎えますから、それを補助にして英語力の方も一気に引き上げ
る事ができます。ある程度の論理的な思考力が身についてきた子供なら、
構文はもちろん、品詞の種類や、抽象度の高い語彙など、ネイティブの子
供達が10年以上かけて理解していく知識を、ごく短期間で学ぶことが可
能です。

当教室の中学生クラスは、「英会話」を中心とし、英語の運用能力を高め
る事を目的としていますが、運用能力を高めるためには、まずその骨とな
る文法理解がとても大切になってきます。特に母語での文法学習が効果
的・効率的な時期でもあります。英語の語彙・文法を固める事ができれば、
「英語は英語で学ぶ」ステージへと移行する事ができます。

上記の理由より、当教室での中学生クラスは、日本の中学生の学習状況を
よく把握した日本人講師が担当させていただきます。英語の運用能力を高
めつつ、その基礎となる文法も楽しく、そして分かりやすく指導させてい
ただきますので、ぜひ中学生クラスの受講をご検討ください。

オンラインコース募集要項

2月･3月のスクールカレンダー
黒で塗りつぶされた箇所は休校日です。

語学学習の鉄則、それは「音から入る」こと。日本の英語学習で残念な
事の一つに、発音の軽視があるように思います。特に、小学校3～4年
生頃からローマ字の学習が始まると、強いカタカナ訛りの英語発音が刷
り込まれていきます。一旦カタカナ発音が定着してしまうと、それを修
正するのは本当に難しいです。

そこで力を発揮するのがフォニックス。フォニックスは音と綴りのルー
ルを学ぶツールですが、フォニックスを学ぶ事で、英語が暗記に頼らな
くても読める・書ける、英語の発音が上達する等、英語4技能のベース
を固めていくことができるので、英語学習がずっと楽になると思います。

今年4月より、再びフォニックスのオンラインクラスの受講生を募集さ
せていただきます。このオンラインコースでは、アプリを使ってゲーム
感覚でフォニックスを学習していきます。もちろん、探せばいくらでも
フォニックスの素晴らしいアプリは溢れていますし、お子さんの好きな
教材を使って自宅で学習を進める事ができればそれに越したことはあり
ません。ただ、おうち英語で一番難しいのが、「継続」すること。です
ので、
●一人ではなかなか続けられない
●親子同士だと甘えもあり継続的な学習に繋がらない
●やるべきタスクや少しのプレッシャーがある方が続けられるかも

と思われている方にはお勧めのコースかと思います。

こちらのコースは全部で100レッスン（エピソード）あり、1レッスン
は約20分くらいで、何度も同じ音をゲーム感覚で練習します。1レッ
スンが終了するごとに、習った音を使って簡単な本を音読し、それを録
音して送信する事が宿題となります。
100レッスン終了後には下記のような英文が読めるようになります。

(12ページの本の1ページ目）

Trish was excited about her secret picnic mission. She had
invited her friends and hoped it would go just perfectly.
The day before the picnic, Trish worked hard to get all the
food ready. She wanted the food to be simple, but good, so
she decided to bring potato salad, a green salad, apple, pickles ,
nuts and watermelon.

自分のペースで学習を進めることができるので、６か月～１年半かけて
コースを終了する形になります。もちろん、100レッスンをこなさな
くても、十分だと思った時点で受講を終了していただいても結構です。

週に1～2エピソードくらいならそれほど負担にならず、継続する事が
できると思います。また、オンライン図書館より、簡単な本を週に2～
3冊を「聞く・読む」に取り組む事ができれば、1年後は驚くほど実力
が伸びているはず。英語の実力は「量」に比例する事を実感されると思
いますよ！

【ご提供させていただくサービス内容】

● フォニックスのアプリ（オンライン図書館つき）
● 週に1回、課題（音読）のチェック (年間44回）
● 進行状況の把握とアドバイス

受講料：3000円（通常クラス受講者 それ以外は5000円）

徹底した管理、サポート体制で「英語力の向上」と「家庭学習の継続＆
習慣化」を促します。

【よくあるご質問】

Q: 英語力は上がりますか？

A：取り組み方次第です。英語力は一朝一夕で身につくものではありま
せんし、何よりコツコツと継続していくことが大切になります。効果的
なやり方で継続していけば確実に成長していきます。週に1～2ユニット
の取り組みを基本に家庭での学習をサポートするスタイルでお子様の英
語学習の習慣化と成長をサポートしていきます。

Q: 受講前の体験は可能ですか？

A: はい、アプリの１週間の無料トライアルが可能です。音読送信をし
ていただければ音読チェック＆ボイスメッセージ対応もいたします。ど
んなものか十分に体験してからスタートしていただけます。


