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News Letter Mar 2020 

 

はじめに 
 

あっという間に３月ですね。参観日や evaluation(報告書)を見ながら、子

供達の成長を改めて実感しています。このように、たくさんの子供達に囲

まれ、一緒に学び、そして成長できる環境が与えられている事を深く感謝

するとともに、より皆さまに喜ばれる授業を提供したいと、心新たにして

おります。 

今年度でアークを卒業していかれる方々、また新年度からも英語学習を継

続して下さる方々、共に過ごした時間の長短に関わらず、皆さまと出会え

たことは、私達にとって宝であり、またこれからも「頑張っていこう！」

と思える原動力であります。皆さまには感謝の言葉しかございません。 

 

さて、先月「英語で多読クラブ」の受講生たちの素晴らしいプレゼンテー

ションを見ながら思ったことは、コミュニケーションの本質は「思いを伝

えたい」「相手のことを理解したい」という気持ちだなという事です。発

音や文法などの基礎スキルは「筋トレ」みたいに機械的にメニューをこな

せば身につくかもしれませんが、実際に言葉を使いこなす段階になると、

知識、論理、情感、経験を総動員しないと相手の心はつかめないんですよ

ね・・コミュニケーション能力=人間力だと思います。英語をペラペラし

ゃべられる方はたくさんいらっしゃいますが、中身がペラペラでは相手の

気持ちを動かす事はできません。でも「思いを伝えたい」「相手のことを

理解したい」という気持ちは不思議と相手の心に響くものです。英語に限

らず、母国語でもそうですよね。結局コミュニケーションって、相手を尊

敬する気持ちがまず大切なのだと思います。 

私達の願いは、子供達がコミュニケーションの本質を英語を通して経験

し、「人間力」のある人に成長していただきたいという事。 

この三田の地が、人間力で溢れる人々のコミュニティーとなるよう、これ

からも尽力してい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。 

 

●新学期に向けてのお知らせは、別紙にて配布致します。必ずご確

認下さい。 

 

●３月２０日（祝・金）は通常どおり授業がございます。 

 

●教室のお子さんの様子をお伝えする evaluation (報告書)を作成

しております。3 月中にはお渡しする予定です。(少数制クラスの

み) 

 

●3000 冊以上の英語の本にアクセスできる多読アプリ（フォニ

ックスの学習アプリ付き）のアカウントを 1 年間 6000 円で貸出

致します。アカウント数に限りがございますので、興味のある方は

早めにご連絡下さい。 

 

●インスタグラムを始めました！たくさん 

クラスの写真を紹介させていただきたい 

と思っていますので、ぜひフォローの方 

お願いします！アクセスはこちら → 

ユーザーネームは arkacademy_sanda 

 

●≪３月＆4月の振替日≫今年度の補講は 3月中に消化してください。

4月からの補講は新学期開始後受け付けさせていただきます。 

https://airrsv.net/arkacademy/calendar 

 

スーパーキッズ 3 月 14 日（土） 

キッズ①＆①+ 3 月 21 日（土） 

キッズ②＆②+ 3 月 10 日（火） 

キッズ③＆③+ 3 月 17 日（火） 

バイリンガル/中学生 3 月１４日（土） 

 

 

 

★Contents★ 

■はじめに■最新情報・お知らせ 

■今月の誕生日■スクールカレンダー 

■小学校からの英語学習 

■お楽しみ会■4 月からチャレンジ！ 

 

 

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 

 

Vol.114 もうすぐ春休み。 

1 年間、みなさんよく頑張りましたね！ 

小学生を対象にお楽しみ会を予定しています。南ウッディタウ

ン駅前校がミニシアターに変身。1 年の終わりを映画鑑賞やゲ

ーム、クラフト等をして楽しみましょう。 

 
★日時：3 月 2２日（日）午後５時３０分～午後 8 時頃 

★場所：南ウッディタウン駅前校 

★参加費：２００円 

★持ち物：水筒・お弁当（おにぎりやサンドイッチなど、暗室でも食

べやすいもの。） 

★上演映画：スターウォーズ （CG なしのオリジナル版をお楽しみ

ください！） 

★スターウォーズのアイテムの持参 

やコスプレも大歓迎！ 

 

申し込みはペイトンまで。 

定員になり次第締め切ります。 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

  

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

   

2020年から英語が正式教科となることが影響してか、小学生のお子さ

んをもつ保護者の方からのお問合せが多くなってきたように思います。 

世の中には英語学習法が溢れていますが、年齢や環境、そして目的に

合わせて英語の学習法は違ってくるかと思います。例えば、英語をシャワ

ーのように浴びせさせ、英語を英語のまま与え、日本語を一切介入させ

ない母国語式学習法。この方法が効果を発するのは、幼稚園ぐらいまで

が臨界期のように思います。小学生から英語学習を始める場合は別のア

プローチが必要になってきます。 

先月、長男の中学説明会があり、クラス体験も同時にさせていただきまし

た。息子は音楽の授業を体験していたようですが、私は息子そっちのけで

（笑）、英語の授業を参観させていただきました。授業はとてもよく考えら

れていて、ゲームを通して子供達が楽しく授業に参加できるようアイディア

いっぱい。先生は若くてきれいな上、英語も上手。授業はすべて英語で

進められていました。私の時代とは随分変わってきたものだと感心の一言

でした。ただ、英語の量が圧倒的に足りないのです。中学生から英語を始

めようとすると、徹底的に量を増やし、文法理解を深めなければなりませ

ん。教科書も文字が少なく、絵が多い・・中学の英語の授業はオールイン

グリッシュになるそうなのですが、個々の英語のレベルや社会背景を無視

したオールイングリッシュは逆効果のようにも思っています。 

ニュースレターでも何度か書いておりますが、日本人の英語学習者に圧

倒的に足りていないのがインプットの量です。どんなに長い期間習っても、

どんなに良い先生や教材でも、量が足らなければ英語は身に付きませ

ん。英語習得に必要な量が１００としたら、一般的な英語学習者の量は３

くらいのように思います。 

では、小学生から英語学習を始める場合、インプット量不足を解消するた

めには何が効果的なのでしょうか？それは「たくさん聞くけど、もっと読む」

ということだと思っています。楽しいだけの「子ども英語」で終わるか「本物

の英語」に育っていくかの分かれ道は、英語を英語で読む力が育ってい

るか、という事が大きく関わってくるように思います。すなわち、英語は英

語で理解できる「英語脳」を育成する事が大切なのです。そして育成する

コツが「簡単な本を、早く、大量に読む事」なのです。 

 

では、この「英語をちゃんと読める状態」を作るためにまず重要なのはなに

かというと、それがフォニックスです。なぜフォニックスが大切かというと、

「文字」というものは、自分で音にできるものだけ頭に入り、また記憶に残る

からです。「音にできない文字」は頭に入りませんし、残りません。ですか

ら、まず音に出して読める状態を作る事が先決で、そのためのツールがフ

ォニックスなのです。このフォニックスのベースができたら、あとはひたすら

読む事。少なくとも 2年間は読み続けてみてください。その成果に驚かれ

ると思います。 

日本で「英語で読書をする力」をつけることができない理由の一つは、英

語の本を大量に読める場所が不足しているからかもしれません。多読で

有名な「Oxford Reading Tree」シリーズも、全巻揃えようと思うとかなりの 

お値段・・ 

寒さの中にも春の兆しが見え始めました。なんだか心も踊るというか‥（笑）。 

春は新しいスタート。いろんな事にチャレンジしたい！という気持ちも湧き上が

っている方も多いのでは？ 

4月よりオンラインのフォニックスコースが開講されます。「英語をちゃんと読

める状態にする」ための重要なステップです。また、英語の多読アプリの有料

貸し出しサービスも提供させていただきます。4月からの使用は割安となりま

すので、挑戦されたい方はお早めにお申し込み下さい。 

3年生以上の生徒さんで、プレゼンや英語で自分を表現する力を身に付けた

い方は「多読クラブ」をお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

⚫ たくさん英語を読み、英語脳を育成したい 

⚫ プレゼンなど自分を表現する場が欲しい 

⚫ 英語の総合的な力を身に付けた 

⚫ 多読のためのモチベーション維持 

 

宿題は「読む」事、クラスでは「表現する事」を練習します。 

➢ 日時：水曜日 19:00～19:45 

  ：木曜日 18:10～18:55 

➢ 講師：日本人講師 

➢ 月謝：5000 円 

   3000 円（通常クラス受講者のみ） 

 

 

 

 

 

 

アメリカの小学校をはじめ世界 160 ヶ国以上で使われている多読オ

ンラインシステム。英語圏の学校では多読学習用の教材として使われ

ています。クラウド上に 3000 冊以上の本があり、インターネット

環境であればスマホ、パソコン、タブレットから自由にそれらの本を

読むことができます。このシステムを使うことで自宅にいながらにし

て英語圏の子供達と同じ英語教育の環境を作ることができる画期的な

教材です。アカウント数に限りがございますので、ご希望の方はお早

目にお申込み下さい。 

6000 円（1 年間利用） 

10000 円（在校生以外の利用） 

※4 月以降からお申込みの方は 600 円×残月数 

 

 

 

 

 

アークアカデミーで導入しているオンラインの多読アプリでは、自分

にあったレベルの本を大量に聞く・読む事ができる優れもの。その

アプリを利用して毎日多読に取り組んでいる生徒さんは、目覚ましく

実力を伸ばしています！！4年生から英検 3級に合格されている

生徒さんが何人かいらっしゃいますが、英語脳が育っているので、

特に英検に特化した勉強をしなくても高得点で合格しています。ア

プリを導入してから 3年になりますが、多読の効果の高さに驚かさ

れるとともに、英語習得の鍵をにぎると実感しています。 

「毎日の読書を習慣づける」、これは本人だけではなく、保護者の

方にもかなりの「覚悟」が必要になってきますが、時間がある小学

生の時期だからこそ、多読で量を確保し、英語脳を育てるチャン

ス。 今年も多読アプリの有料貸し出しを致しますので、ぜひチャレ

ンジしてみてください。 

3 月 

ご提供させていただくサービスは： 

 

⚫ フォニックスのアプリ（多読のアプリつき） 

⚫ 課題（音読）のチェック 

⚫ 進行状況の把握とアドバイス 

 

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。このコースで英語学習を継続する事

ができれば、日に日にフォニックスの基本が身についていくこと

を実感できるかと思います。詳細はアークアカデミー通信 1 月号

をご参照下さい。 

料金 2500 円/月 アプリ使用料込み 

 

 


