
  

 

  

 

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

News Letter Nov 2019 

 
はじめに 

 

最近の萩生田文科相の「身の丈」発言・・。試験制度そのものに格差が持ち

込まれる事を文科省が容認している？？来年度から始まる予定だった民間

英語試験、はたしてどうなるのかしらと思っていた矢先、文科省は英語試験

の実地延期の方針を突然表明しました。 

すったもんだの英語教育改革。受験生の不安や不満を煽っているにも関わ

らず、政府は民間試験を強行する姿勢を崩さなかったのですが、ひょっとし

て、特定民間企業への利益誘導が目的だから？？と疑義の念を抱いてしま

いました。そもそも英語入試の公平性、採点基準の明確化と公平性、採点

者の信頼性等々、きちんと対策すれば今より費用かけねばならないのは明

白で、それでは旨味がなくなる。だから強行しちゃえ～！という感じがしてなり

ませんでした。 

現在、文科省が定めているカリキュラムに沿って学校の英語教育が進めら

れていますが、これでは英語が話せるようにならないな、と思う事がしばしば

あります。小学校の間は文法禁止の上コミュニケーション重視で遊ばせて、

中学校になっても授業ではあまり文法に重きを置かないくせに、テストではバ

リバリ文法問題を出題。フォニックスなど綴りのルールも教えないのにスペリ

ングの誤りに厳しく、書けなければ点が取れないテスト。中学校までは求めら

れる語彙数９００語前後なのに大学入試では６０００語～９０００語。これで

は英語嫌いが増えるのも無理ないですよね。 

ひょっとして、経団連と文科省はグルで、日本人の英語のレベルを意図的に

上げないようにしているのではないかと、今回の英語教育改革のずさんさを

見聞きしながらよからぬ妄想に囚われてしまっている今日この頃です（笑）。

私の妄想だけに終わってくれればいいですが、最近ラグビーの盛り上がりの

陰で、日米 FTA（自由貿易協定）が閣議決定されました。公的保険やインフ

ラ、そして教育にも市場原理が持ち込まれる可能性は十分にあるように思い

ますので、今後の動向にしっかり目を光らせて（ｷﾗｯ☆）いきたいものです。 
 

 

●≪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。 

 

●クリスマスパーティは 12 月 15 日(日)に企画していま

す！詳細・申し込み用紙は後日お渡しいたします。ご家族・

お友達をお誘いの上、ぜひクリスマスパーティにご参加下さ

い。 

 

●英会話サロンのクリスマスパーティは 12 月 20 日(金)で

す。 

 

●新年度希望クラスアンケート用紙は 12 月のニュースレタ

ーと共にお渡しします。12 月 21 日までにご提出くださ

い。 

 

●11 月 23 日（土・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。 

 

●≪11月～12月の振替日≫1２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 11月 9日（土） 12月 14日（土） 

キッズ①＆①+ 11月 16日（土）12月 21日（土） 

キッズ②＆②+ 11月 12日（火）12月 10日（火） 

キッズ③＆③+＆キッズ④ 11月 19日（火）12月 17日（火） 

バイリンガル/中学生 11月 9日（土） 12月 7日（土） 

 

● フェイスブックをコミュニケ―ンツールとして活用して

います。ぜひ「いいね！」で登録して下さい！いろんな情報

を発信していきたいと思っています。

https://www.facebook.com/ark.academy.sanda 

★Contents★ 

■はじめに■最新情報・お知らせ 

■今月の誕生日■多読で英語のチャレンジ 

■クリスマスイベントのご案内 

■魔法の道具「BB カードの導入に向けて」 

 

■日本の教育の課題 

 

 

 

毎年恒例のクリスマスチャリティーパーティーのお知らせです！ 

 

今年のテーマは「Twas the Night Before Christmas (クリスマ

スの前の晩)」です。これは米国を中心に、クリスマスの時期に家

庭、学校、テレビやラジオ等で広く朗読されている有名な詩で

す。この詩は 1823 年に発表されましたが、アメリカにおけるク

リスマスやサンタクロースのイメージ形成に多大な影響を与えま

した。クリスマス・イヴにサンタクロースが 8 頭立てのトナカイ

のそりに乗ってやってくること、サンタクロースは小柄で太った

白髭の老爺で幸せそうによく笑うこと、背中におもちゃのたくさ

ん入った包みを背負って家の屋根の煙突から下りてきて、暖炉の

そばに置いた靴下に贈り物を入れてくれること、ミルクとクッキ

ーが好きなこと、こうしたサンタのイメージはこの詩が形づくっ

たものです。 

 

今年のクリスマスは、この「Twas the  night before 

Christmas」の世界に皆さんをご案内します！！クリスマスのワ

クワク感やドキドキ感、そして、クリスマスが運んでくる喜びや

希望を皆さんとシェアできればと思っています。 

 

ご家族、お友達をお誘いの上、一緒にクリスマスをお祝いしまし

ょう！！ 

 

★日時：12 月 15 日(日)17:00～1８:30 

★場所：ウッディタウン市民センター2 階 大集会場 

★参加費：500 円/1 人 (未就園児は無料) 

★持ち物：お好きなスナックを一袋・水筒 

 

※詳細・申し込み用紙は後日お渡し致します。 

※小学 2 年生以下のお子さんは必ず保護者同伴でお願いします。 

 
このイベントでいただいた参加費は、必要経費をのぞきすべて慈

善団体に寄付させていただきます。今年は自然災害でたくさんの

方々が愛する家族や住む家を失いました。苦しみの中にいる人々

を思いながら、関東を襲った豪雨で被害を受けた方々のために募

金をさせていただきたいと思っています。 

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 

 

Twas the Night Before Christmas 

Presented by  

Ark Academy & Flip English 

「クリスマスの前の晩」 

Date:  December 15  17:00~18:30 Vol.110 

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


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

月 火 水 木 金 土 日 

（28） （29） （30） 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

トロイ遺跡の発掘で有名なドイツの考古学者ハインリッヒ・シュリー

マンは、「語学の天才」としても有名です。音読により文章を丸暗記

することで多国語を理解し、母語のドイツ語のほか、英語をはじめ

12 か国語を自由に扱ったといわれます。 

 

開講して 3 年目になる「英語で多読クラブ」。このクラスは、3000

冊以上（毎月新しい本が増えます！）の英語の本にアクセスできる多

読のアプリを利用し、家庭で自立的に英語学習に取り込むことによっ

て、日本人に圧倒的に不足されている英語の「インプット」量を増や

す事目的としたものです。このアプリを使用し、毎日英語に触れてい

る生徒さんは目覚ましく成長しており、英語の実力は英語に触れてい

る量に比例する、ということを実感しています。多分、ご自宅でもこ

の多読に取り組んでおられる方は共感していただけるのではないでし

ょうか？  

 

我が家の長男は 6 年生ですが、彼はちょうど 2 年前からアプリを使用

した英語の多読に取り組み始めました。きっかけは、英検 4 級の模擬

テストの問題が読めず、ほぼテストに手を付ける事ができなかったか

らです。本人のみならず、母親の私もかなりショックで泣きそうにな

りました（笑）。それから、毎晩絵本 2 冊を聞く・読む（音読）作業

に取り組み始めました。スラスラと英語が読める日が果たして来るの

かしら・・と半信半疑になってしまう時もしばしばありましたが、継

続はまさに力なり。今では結構難しい内容の本を楽しみながら読める

ようになりました。また、読んでインプット量が増えるに伴い、語彙

や文法力も伸び始めました。「読む」事は学習の基礎だなと感じてい

ます。今は超苦手な「書く」作業に取り組んでいますが、継続する事

によって力が付くという事を体験しているので、少しずつですが、毎

日続ける事ができています。 

 

多読の目的は、英語を英語のまま理解し、ルールを自動的に使いこな

す力をつけることです。例えば、楽器が弾ける人は、楽譜を見れば自

動的に指が動きますよね。言語の習得も同じで、読んだ瞬間に理解で

きる、聞いた瞬間に理解できる、という“自動化”がもっとも重要で

す。そして、自動化の訓練に最適なのが、多読なのです。また、ネイ

ティブの正しい音声を何度も聞くことによって、ヒアリング力も伸び

ます。 

 

来年度の時間割を考える時期になってきましたが、3 年生～4 年生以

上の生徒さんで、英語の基礎力・応用力を伸ばし、そして試験対策も

効果的に取り組みたいと思われる生徒さん、ぜひ多読クラブにチャレ

ンジしてみませんか？12 月に来年度クラス希望票をお渡ししますの

で、ぜひご検討下さい。現在、水曜日（午後 6 時 45 分～）、木曜日

（午後 6 時 05 分～）が受講生募集中のクラスとなります（但し、来

年度は時間の変更がある場合もあります）。また、多読にチャレンジ

する前にフォニックスを身に付けておきたい方は、フォニックスクラ

スの受講をお勧めいたします。 

 

先月のアークアカデミー通信でも紹介させていただきましたが、英語を自動

的に使いこなすためには、繰り返しの反復練習をしながら、英語というデータ

ーを潜在意識まで落とし込んでいく必要があります。その作業を楽しいゲー

ムにしたのが「B・B カード」といいます。 

 

この BB カードの存在を知った時、これだ！と思ったのは、私の中学時代の

経験からによるものです。英語だけはがんばろうと中学英語に取り組んだの

ですが、だんだん分からなくなり、中学 3 年生の時点では自信を喪失してい

ました。そんな時、英語のテキストブックをすべて暗記・暗唱すれば、テスト

の点がいくら悪くても、成績表はすべて“５”にしてあげるといわれ、必死で暗

記に取り組みました。また、皆の前で暗唱しなければいけないという条件も、

よいプレッシャーとなったようです。何度もテキストを読む・聴くという作業を

繰り返すことによって、反復練習した情報は潜在意識にまで組み込まれて

いきました。すると不思議な事に、英語が反射的に分かるようになっていま

した。頭で考えるのではなく、感覚的にテストの答えが分かり始めたのです。

あんなに分からなくって悔し涙さえ流した「不定詞」や「関係代名詞」も、まる

で目から鱗が落ちるように使えるようになっていました。 

 

英語の語感を身に付け、自動的に英語が使えるようなるには、大量の英語

をインプットし、反復練習をしなければいけません。テキストの暗記もいいで

すが、この単調な作業が遊びながらできれば最高なのにという思いはいつも

心のどこかにありました。そんな時、この BB カードの存在を知りました。 

 

『BB カード』(正式名 "LETTERS & SOUNDS 64")は、絵カードとそれに対

応するセンテンスカード各 64 枚、計 128 枚で構成されています。センテン

スは中学卒業レベルに必要な厳選された単語やフレーズを含んでいます。

各カードは思わず口ずさみたくなるリズミカルなセンテンスで構成されていま

す。子供達はゲームをしながら繰り返しセンテンスを声に出し、自然に英語

の音とリズムを身に付けます。これは英語学習の土台となります。繰り返し

遊んでいるうちにセンテンスを丸ごと覚えた後は、オリジナルセンテンスの主

語や目的語を入れ替えたり、時制を変えたり、疑問文、否定文にしながらさ

らにゲームの幅を広げていきます。ゲームに集中している子供達は文法を

学習しているという意識がなく、遊びながら英語を運用する力をつけ、自分

に言いたいことを英語で表現できるようになります。自分で分かる、これが楽

しいのです！ 

 

ゲームを通して、語学学習に必要な反復練習を飽きることなくでき、反復練

習により英語脳が育ち、覚えたセンテンスをたよりに、習っていない事柄でも

自分で類推・推測する力がつきます。一方的に教えてもらって、ただそれを

覚えるのではなく、「自分で分かる楽しさ」を体験する事ができます。それが

自発的に英語を学習したいという意欲にも繋がってきます。自分の意見を

発信し、ライティングにもつながる BB カード。そうなるまで時間はかかります

が、急がば回れ。根気よく声に出して、体にしみ込むまで遊ぶこと、この染み

込む事が大切です。土台をしっかり固めれば、そういえば英語の文法理解

に困っていない！英語が読める！作文ができる！事を発見できると思いま

す。 

 

このBBカード、すでに「英語で多読クラブ」では導入し始めましたが、来年度

くラスの副教科として導入したいと準備中です。ますますパワーアップしたク

ラスを提供させていただきたいと思っていますので、お楽しみに！！ 

 

 

 

※ 11 月 23 日(土・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。 

 


