
 

 

  

 

 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Letter Jan 2020 

 

Happy New Year! 
 

たくさんの方が参加して下さったクリスマスチャリティイベント。このクリスマスイベ

ントでは、「英語で多読クラブ」の生徒さんに、アメリカの子供達にはお馴染みのク

リスマスの詩を暗唱・朗読してもらいました。大勢の人の前で、しかも英語で話す

のは勇気がいる事。でもよく練習し、堂々と自信を持って詩を暗唱している姿に

みなの成長を見ることができ、とても嬉しく思いました。 

この詩にも出てくるのですが、サンタクロースが乗っている橇を引っ張る 9匹のト

ナカイには「ダッシャー 」や「ダンサー」といった名前がついていて、アメリカの子供

達はみな知っている常識なのですが、私はこうした文化背景を知らず、会話につ

いていけなかった思い出があります。英語のリスニングはこうした固有名詞の聞き

取りが鍵になります。固有名詞さえ聞き取れたら、ほかを半分程度しか聞き取れ

なくても話の内容を想像できるものです。英語が聞き取れない時、大切なのは、

英語がわからないのか、それとも知識がないのかを区別すること。日本人の英語

学習者は実は後者が大半のように思います。英語をやるなら、英語圏の生活・

文化の基礎知識もあった方が絶対よいです。英語は結局はコミュニケーションな

ので、旅行でもグルメでもアート鑑賞でもアウトドアでも何でもいいので、未知のこ

と、興味のあること、話題になっていることは、どんどん経験して、見聞を広げてお

くと、結果として英会話でも驚くほど役立ちます。たくさん遊んで楽しんでいる人、

「人生経験」が豊富な人の方が圧倒的に有利なのです！！ 

語学って、確かに最初は暗記要素が多くて、勉強が得意な人に有利だけど、そ

こを超えたら関係がなくなってきます。むしろ中級者以降は、学力よりも社交性

や適応力、好奇心、行動力、異文化の受容力などの方が力を発揮してきます。

英語を「勉強」している人は、英語で「遊んでいる」人にかなわない理由がそこに

あるような気がします。 

私達の願いは、みなさんに英語を楽しんでいただきたい事。この 1年も、皆さま

に「英語って楽しい！」と思っていただけるような授業づくりに励んでいきたいと思

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。 

 

●お礼 心のこもったクリスマスカード・年賀状など新年の

お便りをありがとうございました。楽しく拝見させて頂きま

した。今年もスタッフ一同張り切って皆様に愛される学校へ

と成長していきたいと思っていますので、よろしくお願い致

します。 

 

●≪ご報告≫12 月 14 日に行われたクリスマスチャリティ

ーパーティーの、必要経費の 1 部を除いた参加費合計

55000 円を、災害支援のプラットフォーム 「Crash 

Japan」に寄付させていただきました。2019 年は日本の

みならず、世界各国においても自然災害で多くの命を失いま

した。愛する家族や友達、住む場所を失った人々の悲しみを

思いながら、みなさんからいただいた大切なお金をお捧げい

たしました。 

 

● 新年度クラス時間割案は 1 月中にお渡しします。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）までお書きの上、提出してください。 

 

●≪1月～２月の振替日≫2月以降は振替ページをご参照下さい。 

https://airrsv.net/arkacademy/calendar 

 

スーパーキッズ 1 月 18 日（土）2 月 15 日（土） 

キッズ①＆①+ 1 月 25 日（土）2 月 22 日（土） 

キッズ②＆②+ 1 月 14 日（火）2 月 18 日（火） 

キッズ③＆③+ 1 月 28 日（火）2 月２５日（火） 

バイリンガル/中学生 1 月 11 日（土）2 月 1 日（土） 
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■はじめに■最新情報・お知らせ 

■今月の誕生日■最強の英語勉強法 

■オープンクラスのお知らせ■英語発表会 

■フォニックスオンラインコース 
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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。 

アークアカデミーでは、副教科としてフォニックスクラスを設けております。このクラ

スを受講された生徒さんの多くから、「書く・読む・」のベースができたことでその後

の英語学習がとても楽になった、という感想をいただいております。まだフォニック

スが定着できていない生徒さんには、ぜひ受講していただきたいクラスではありま

すが、週に 2回英語教室に通うのは物理的に難しい、という理由で受講を諦めら

れる方も多いというのが現状です。 

 

そんな生徒さんのために、来年 4月よりフォニックスのオンラインコースを開講し

たいと思っています。このオンラインコースは、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。もちろんこのオンラインコースでなくても、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合ったほうが続けられるかも 

 

と思われている方にはお勧めのコースかと思います。 

 

このオンラインコースは全部で 80 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課題とな

ります。80 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ページある本の 1ページ目) 

 

One day when sprout was hungry, she went to Zog’s and stood. 

The line was long, so she hummed a song. 

She could wait if she hummed, she could. 

 

自分のペースで進めることができるので、2か月～1年かけてコースを終了する

形になります。もちろん、80 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。 

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（多読のアプリもつき） 

 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。 

 

募集概要 

料金 2500円/月 アプリ使用料込み 

アカウントに空きがあれば、随時受講生を募集させていただきます。 

 

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 

 

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


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

  

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

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 

 

❖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。) 

●少数制クラスの詳細は後日お渡しします。クラスの後半 30 分を参

観の時間とさせていただきます。 

 

 

 

「どうすれば英語ができるようになりますか？」 

外国語を学ぶみなさんなら気になる質問かと思います。答えは「たくさん勉強

する事です！」申し訳ありませんが、これに限ります。これしかありません・・ 

当たり前のようでも、日本の英語学習者に圧倒的に足りていないのは、量なの

です。外国語学習を始めたばかりの人が確実に、効果的に力を伸ばすために

は、量をこなす事、しかも猛烈な量をこなす事が肝腎なんです。最近はテクノ

ロジーの発達で、良質で安価な教材がすぐ手に入ります。英語の音声だって、

聞こうと思えばいつでもどこでも無料で聞く事ができます。でも「質」がよくても

「量」をこなす事が出来なければ、「英語が使える」レベルには届きません。書

店に並んでいるような「30日で英語がベラベラ」なんていうタイトルに惑わされ

てはいけません！ アメリカの子供が発音だけで 7年、文法は 15年以上か

けて習得するものを、日本にいる人が「30日でペラペラ」になるはずがありま

せん。現実的な目標を持つことも大事です。では、「量」といっても、いったいど

れだけの「量」を示しているかというと、一般的に英語が語感として身に付くた

めには、もちろん個人差はあると思いますが、2000時間は必要だと言われて

います。 

 

世の中には根強い英語早期教育に対する反対意見がありますが、そもそも反

対意見の多くはいわゆる「学者様」によるものが多く、もともと頭がいい人達な

んですよね。頭がいい人は我々凡人と違って、学習能力がずば抜けているの

です。そういう人たちと同じ土俵で考えてしまうと後悔します（涙）。今の若い人

達が可哀そうなくらい英語が使えない現状を考えると、やはり英語は頭の柔ら

かい早い時期から始めるのが絶対有利だと確信しています。特に、語学学習

を論理的に学ぶのには最適な時期と言われている中学や高校時代は、部活

やテストやらで長い人生の中でも異常に忙しい時期。結局、英語ばかりに時間

を割くことができず、英語能力はそれほど伸びず・・・という現状（試験勉強中

心の英語で、英語の実力が落ちるケースも珍しくありません）。中学校に入る

前までに、量をこなし、英語の語感を身に付けることができれば、その後の英

語学習が本当に楽になると思います。 

 

では、どのような学習法が最も効果的なのでしょうか？ 

子供用の高価な英語教材？単語を詰め込むだけ詰め込んで語彙を増や

す？文法ドリルを繰り返しやる？「聞いているだけで身に付く英語教材」？修行

僧のように英文を音読し続ける？ 

 

いま上に挙げた方法は、すべて正解で、すべて不正解です。なぜなら何が効

果的かは学習者一人一人によって違うからです。単語量が増えるとモチベー

ションが高まる人もいるし、たくさん音に触れた方が頭に入りやすい人もいま

す。つまり「効果的な学習法=学習者 1人 1人の適正に合致した学習法」な

のです。当たり前のようでも、このへんを勘違いされている方は非常に多いで

す。私も多く子供達と接するうちに、やっとこの事実を実感するようになってき

ました。誰にでも対応できる英語学習のマニュアルなんてないのです。 

 

では、どのように自分（またはお子さん）の適正にあった学習法を見つけ出す

事ができるのでしょうか？ 実はここが問題で、どんな方法が自分に合ってい

るかは（例外をのぞき）ほとんどの場合そう簡単には分かりません。なので、英

語初級者はどんな学習方法でもよいので、あまり悩まずになにかを 1つ選ん

で、とりあえず徹底的に量をこなす事が重要です。たとえ自分に向いていない

学習法を選んでしまったとしても、圧倒的な「量」の力は向き不向きを超えて

一定の成果を保証してくれます。語学学習の初期段階に関しては、量の力で 

基礎体力を培ってから、自分の将来的な目的（研究、ビジネス、趣

味、留学）に応じて学習方法をカスタマイズしていく、その時はじめて

「質」が問われるようになってきます。 

 

ちなみに言葉を覚える順番は、 

①音を聞いて理解する 

②音を真似する 

③読んで理解する 

④書く 

 

この段階ごとに自分にあった勉強法を見つけ出し、「量」をこなしてみ

てください。語学学習においては、教材や方法論の質が問題になっ

てくるのはある程度以上のレベルになってからだと思っていただけれ

ばいいと思います。 

英語学習に関しては、楽をして短期間には結果が出る事はありませ

んが、結果が出れば本当に楽しいので、毎日コツコツとできる事をで

きる範囲で継続してみてください。英語の実力は量に比例します！プ

ログラミングとか会計は向き不向きがあると思いますが、言語は生物

としての「ヒト」に与えられた動物的能力であり、センスや才能、嗜好

に関係なく、時間をかければ全員が習得できます。勉強だと思うので

向き不向きが出てくるもの。特に英語初級者は、勉強ではなく、実技

だと思って、毎日コツコツと筋トレに励むように英語と付き合っていた

だければ、必ず実力となって英語を楽しむ事ができるようになると思

います。 

 

子供達が確実に英語の実力を伸ばしている「英語で多読クラブ」、

毎日数分の取り組みが、1 年後にはこれほど大きな成果となって

表れるんだなと感心しています。そしてますます多読の重要性を

確信しています。 

 

「英語で多読クラブ」は、自宅学習（アプリを使って英語の本を

読む/聴く）が基本で、クラスでは主にアウトプットに力を入れて

指導させていただいております。人前で英語を話す事が苦手だっ

た生徒さんも、今では恥ずかしさを克服し、堂々と発表している

姿に、その背後にある努力を垣間見る思いです。 

 

昨年に引き続き、今回も保護者様だけではなく、英語で多読クラ

ブに興味がある方・ご友人など、どなたでも参観が可能です。今

年も英語暗誦と自由課題の英語プレゼンテーションに子供達はチ

ャレンジします。是非 1 年間の子供達の頑張りをご覧ください。 

 

●日時  2019 年 2 月 4 日（水）18:45～19:30 

             2 月５日（木）18:05～18:50 

(通常クラス内での開催です) 

 
●場所 南ウッディタウン駅前校 

 

 

 


