
  

 

  

 

 

 

   

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

News Letter Dec 2019 Vol.111 

はじめに 

 

大学試験の民間英語試験導入の見送りがニュースになりましたが、なが

～い間英語教育は改革が必要だと議論されているわりには、英語教育の

成果は何も変わってきていないように感じます。2006 年にリスニング

をセンターに導入したわけだが、言うほど英語力（リスニングは特に）

変わっていません。テストを変えたからといっても、また外部試験制度

にしたって根本的な変革がない限り、成果は出ないのかもしれません

ね。また、入試改革には反対しても４技能には賛成されている方は多い

ように思います。もちろん時間が無限であれば全てやるのがベスト。で

も子供達の時間は限られていているので、取捨選択が必要なのではない

かなとも思います。高校から重要なのはレベルに合う素材で英語のまま

プロセスすること。その上で、読む・聞く力を鍛える。会話は必要に応

じて個別で取り組めば良いのでは・・？ 

そんなことを考えながら、もし私が文科省の大臣で、英語教育改革をす

るとしたら・・と自分勝手な妄想に楽しくふけています。 

まずは小学英語。語学学習は「音から入る」これは鉄則。文字と音との

基本的な対応関係が整理できるよう、フォニックスを徹底的に叩き込ま

せます。フォニックスはすべての英語学習の基礎中の基礎であり、中高

生や大人にも効果があります。小学生以下の子供について言えば、その

後の学習効果を圧倒的に高めてくれる最強の方法と言っても過言ではあ

りません。そしてフォニックスの最大の効用は、子供が自分で学べる態

勢を整えられる事にあります。中学校に入る前に、基本的な音が聞け

る・読めるというベースを作っておけば後が楽だと思います。具体的な

政策（？）は改めて紹介させていただきますが、この最強のフォニック

ス、来年 4 月からの新コースが開講します。受講希望の方はお早目にお

知らせください。 

●≪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、前月の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。 

 

●クリスマスイベントの申し込み締め切りは 12 月 7 日です。イ

ベントはウッディタウン市民センターで開催されますが、駐車

場スペースに限りがございますので、できるだけ近隣の駐車場

をご利用いただくか、お車以外でのご来場をお願い致します。 

 

●未就園児クラス・スーパートドラークラスのクリスマス特別

レッスンは、12 月 17 日～12 月 21 日です。プレゼント交換

をしますので、100 円程度のプレゼントをラッピングしてお子

さんにお持たせください。 

 

●新年度希望クラスアンケート用紙は 12 月 22 日までにご提

出ください。「英語で多読クラブ」、「スーパーフォニック

ス」も併せて受講希望の方はその旨もお書き下さい。 

 

●年賀状の代わりにクリスマスカードをお渡ししています。み

なさんよい年末年始をお過ごしください。 

 

●英会話サロンのクリスマスパーティーは 12 月 20 日(金)です 

 

●≪12月～1月の振替日≫1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 12月 14日（土） 1月 18日（土） 

キッズ①＆①+ 12月 21日（土） 1月 25日（土） 

キッズ②＆②+ 12月 10日（火） 1月 14日（火） 

キッズ③＆③+＆キッズ④ 12月 17日（火） 1月 28日（火） 

バイリンガル/中学生 12月 7日（土） 1月 11日（土） 
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■はじめに■最新情報・お知らせ 

■今月の誕生日■ARK FAMILY FOCUS 
■クリスマスのお知らせ■フォニックス通信クラス 

■フォニックスクラス受講生募集のお知らせ 

■日本の教育の課題 

 

 

 

先月、市内公立中学校に通う生徒による「英語暗唱大会」が開催され

ました。これは、英語の授業で学んだ教材を「暗唱」という形で発表

する場を設け、生徒の英語学習への意欲を高めることをねらいとした

ものです。 6 年目となったこの大会、参加者のレベルも年々アップし

ており、「しゃべる英語」への関心の高さを感じる事ができます。 

 

さて、この英語暗唱大会にアークアカデミーの生徒さんの Yuki さん

が出場しました！Yuki さんは中学 3 年生、英語とプログラミングが

大好きな生徒さんで、その努力している姿を見ていた中学の先生か

ら、大会に参加してみないかとお声がけがあったそうです。Yuki さ

んの努力を評価し、そして可能性を信じてくれた先生との出会い、そ

の大切な先生の期待にも応えたいと、テストの合間を縫いながら約一

か月間練習に励まれました。 

私達もプライベートレッスンという形で、ほんの少しだけお手伝いさ

せていただきましたが、この一か月の Yuki さんの努力と進歩に感心

の言葉しかありませんでした。レッスンは真剣そのもの、気迫さえ感

じられました。発音はみるみる上達し（もともと綺麗な発音でした

が、それに輪を掛けて上達しました）、「打てば響く」ってこういう

学習態度のことを表すのだなと、指導している側もなんだか爽やかな

気持ちにさせてもらいました。 

 

暗唱大会では、ジェスチャーや表情、声のトーンなどの表現力も問わ

れるのですが、表現力を出すためには、まず教材の内容を潜在意識ま

で落とし込むくらい聞き込み・読み込みをすることが前提となりま

す。Yuki さんが選んだ教材は、アメリカの公民権運動の指導者、マ

ーチンルーサーキング牧師の生涯とそのスピーチ「I have a 

dream」についてでした。彼の生涯について何度も「読む・聴く」う

ちに、ただの暗唱だけではなく、キング牧師の心まで感じているよう

に見受けられました。特にキング牧師の演説部分を暗唱する Yuki さ

んの姿からは、平和への強い意志が伝わってきて、聞くたびに鳥肌が

立ち、心が動かされました。「発音がきれい、教材をすべて暗記でき

た」だけではなく、Yuki さんのスピーチには力強いメッセージが込

められているのです。 

 

暗唱大会にむけての練習期間は約一か月と限られていましが、Yuki

さんのみごとな成長と、全身全霊が込められた平和へのメッセージ

に、不正がはびこるこの社会に一筋の希望を見る思いがした日々でし

た。暗唱大会へむけてのチャレンジも素晴らしかったですが、キング

牧師のメッセージが、いつか Yuki さんの人生の中で生きてくるよう

な気がして、こうした機会を提供してくださった三田市や中学の先生

方に感謝の気持ちでいっぱいになります。 

 

Yuki, you did a great job!! 

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
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月 火 水 木 金 土 日 
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アークアカデミーで学習されている方にとってはお馴染みのフォニックス。 

フォニックスとは 

★綴り字（A、B、C…） と 

 ★発音（ア、ブ、ク…） 

の関係を示した英語のルールです。欧米のプリスクールや小学校等でも採

用されており、きれいな英語の発音を身につけるために発展してきました。と

ても便利で効果的な英語学習のツールですが、日本ではまだまだ認知度が

低いようです。 

 

フォニックスを勉強すると、 

⚫ 英語の「スペリング（綴り）」のルールがわかり、単語が読みやすくなる 

⚫ 知らない単語でも、発音を推測しながら読み書きできるようになる 

⚫ 発音に自信がつき、英語を話すことが楽しくなる！ きれいな発音が

身につきやすくなる 

 

英会話レッスンや、教材の英語の発音を真似る際に、「なぜ、その音が出る

のか？」ということがフォニックスを学ぶことにより分かるようになるため、英語

を話す際の感覚がぐんとアップします。「 英語の発音は苦手で…」と英語を

話すことに尻込みしてきた方でも、フォニックスをマスターすることで「 英語で

話すのが楽しい！」となり、英語スピーキング力がぐんぐん上達していきます

よ。 

 

言語の本質は音。日本の英語教育で残念な事の 1 つに、発音の軽視があ

げられるように思いまが、一旦カタカナ発音が定着するとその克服が非常に

大変です。日本ではだいたい小学校高学年くらいから強いカタカナ訛りの英

語発音が刷り込まれます。一旦付いた癖は直すのが容易ではないです。 発

音が良いとリスニングもすごく伸びる。そして話せると書ける。で、話せるとセ

ンテンスを読解・解読する必要も無くなり、文をそのままの語順で読めるので

読みも早くなります。 

 

「聞いてわかる！」という嬉しさ、「自分でも英語で発音できる！」という喜び、

そして「書ける」「読める」という楽しさは子供のやる気をどんどん引き出しま

す。この「自発性」を育成することが、フォニクッス学習を大切に思っている

最大の理由なのです。フォニックスはそれ自体が目的ではなく、英語学習を

より楽しくするサポート、興味のある方は受付までお問合せ下さい。 

 

日時； まだ未定（木曜日か金曜日の予定) 

お月謝：3000 円（アークで別のクラスを受講されてている方） 

    5000 円(フォニックスクラスのみ受講の方) 

担当：日本人講師 

 

ARK ACADEMY’S Mission Statement 
～アークアカデミーミッション～ 

To Love and Serve Our Community 

By Sharing Our Lives and Education 
 

12 月 

1 月 

来年度クラスを検討していただく時期になりました。副教科として

フォニックスクラスを開講しています。フォニックスクラスを受講

された生徒さん達から、英語の理解力が格段に伸びたという嬉しい

報告をたくさんいただいております。人気のクラスですので、興味

のある方はお早めにご検討ください。 
 

スーパートドラークラスと未就園児クラス（ベイビークラブ＆

英語で育児サークル）は今年度最後のクラスがクリスマス特別

レッスンになります（12 月１7 日(火)～2１日(土)）。100

円程度のクリスマスプレゼントをラッピングしてお子さんにお

持たせください。プレゼント交換をします。ただし、お菓子類

はご遠慮ください。サンタハットなど、簡単なコスチュームを

つけてクラスに参加しても楽しいかも・・ 

みなさんの笑顔に会えるのを楽しみにしています！ 

お問い合わせの多いフォニックスのクラスですが、曜

日が合わなかったり、送迎が難しかったりという理由

で受講を諦められている方も多いのでは？ 

そんな方に朗報です！ 来年 4 月より、自宅でもフォ

ニックスが学習できる通信コースを開講させていただ

きます。フォニックスのアプリを使ってゲーム感覚で

フォニックスの音が身についていきます。 

ただし、「書く」練習は含まれていませんので、「書

く」力もつけたい方は、通常のフォニックスクラスを

ご受講ください。 

詳細は 1 月号のニュースレターでご紹介させていただ

きます。 


