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アークアカデミーが開校したのは今から12年前の2010年、その翌年に「外国語
活動の本格的な導入」が小学校で始まりました。その当時、専門家の方々から
「きっと格差を生むだろう」という事がささやかれていましたが、残念ながらそ
れは現実となってきているように思います。

小学生高学年～中学生のお子さんを持つ保護者様から「英語が嫌いで、苦手意識
をなくしてあげたいのですが・・」というお問い合わせが本当に増えてきました。
10代前後の子供で英語が苦手って、どういう経験をしてきたのか不思議でなりま
せんでしたが、「テストありき」の指導では、どうしても正解・不正解というマ
インドが子供の中で芽生えてきます。言葉なんて間違いながら覚えていくもの！
といくら大人が励ましてところでも自発的にそう思える子供なんて少ないように
思います。英語の実力ってテストの点には反映されない事が本当に多いので、テ
ストではなく、小さな成功体験を子供達に積ませる事によって安心感と自信につ
なげていく事が指導者に求められているところかなとも思います。

当教室では、「楽しい」という事が最優先。もちろん「楽しみ」方も年齢や性格
によってそれぞれ違いますが、楽しみながら英語を身につける子どもたちをずっ
と見てきたから余計に、公教育のシステムのこの大迷走を不思議な気持ちで眺め
てしまいます。大学入試を変えること、教科書の内容を充実させること、ALTを
増やすこと…それらも大切な事だと思いますが、学習者である子どもたちの気持
ちが置いてけぼりになっているシステムには疑問も湧いてしまいます。

英語を制する者は受験も制す！なんていう言葉も聞かれますが、教材販売店から
いろんな教材やアプリのパンフレットが送り付けられる量も多くなり、英語教室
を運営する私が言うのもなんですが、英語教育が大人のビジネスにまみれていく
のが目に見えてきて、主役である子供が何やら置き去さりにされている気もする
のです。英語がコミュニケーションのツールから、人を分けるツールや格差を生
むツールになりつつあるような気もします。

目の前の子供を思い通りにさせたり、目に見える結果を無理矢理出さそうとする、
そういう誘惑に陥ることなく、子供の学ぶ力を信じ、それを「楽しい」という経
験で伸ばしていく、そんな教室であり続けたいと願っています。
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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。

●【重要】駅前教室をご利用の保護者様へ

建物前の駐車場で遊ぶのはとても危険ですし、他の店舗さんに迷
惑がかかります。送迎の際は速やかにご移動いただけるようお願
いします。また、他の店舗さんのお仕事の邪魔になる行為がない
よう、小さなお子さんから目を離さないようお願い致します。

●土曜日クラスを受講の生徒様：学校行事でクラスをお休みする
場合は、平日クラスへの振替もご利用いただけます。補講、もし
くは振替のどちらかをご利用ください。振替をご希望の場合は、
必ず担当(ペイトン初穂）までご連絡ください。補講は予約ペー

ジよりご予約ください。ただし、定員が一杯のクラスへの振替は
できませんので、ご了承ください。

●コロナ関連でお休みせざるを得ない場合は、補講、もしくは振
替のどちらかをご利用できます。

●イースターイベントの写真は、会員限定ページで5月の末まで
ご覧いただけます。

●多読アプリ有料貸し出し受付中：
多読アプリ＋フォニックスアプリ 6000円/年間

●≪５月～6月の補講日≫補講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。
※5月の補講日に変更がございます。お間違いのないようお願いします。

フェイスブック インスタグラム ホームページ 補講予約ページ

〒６６９－１３２３ 三田市あかしあ台４-８-１
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スーパーキッズ 15:00～15:30 5月14日(土） 6月18日(土）

キッズ①＆①+ 15:00～15:30 5月21日（土）6月25日（土）

キッズ②＆②+ 18:30～19:00 5月27日（火）6月14日（火）

キッズ③＆③+＆キッズ④ 18:30～19:00 5月24日（火）6月21日（火）

キッズ④＋/中学生 14:00～14:30 5月14日（土）6月4日（土）

新着情報・お知らせ
夏休みアメリカでホームステイをしてみませんか？

留学エージェントってピンからキリまで。良心的なエージェントを
探すのって結構大変です。でもこちらのエージェントは、ボラン
ティアベースで地元の教会のサポートもあり、また、値段もとても
良心的でお勧めのエージェントです。

アメリカやカナダって、日本人がイメージする「ホームステイ」と
いう概念がなく、どちらかというと外国人や留学生に間貸しやルー
ムレントとして、副収入を得ているケースが多いです。なので、期
待外れだった！という感想を持つ方も多いのですが、北米では、18
歳以上は大人とみなされ、自分の行動は自分で責任を持つというの
が基本、なので食事や洗濯、掃除や通学は自分でするのが当たり前
だと思っています。

今回紹介するホームステイ（https://www.homestay.us/) は、す
べてがボランティア。ボランティア精神が旺盛なアメリカ人家族は
ホームステイの趣旨がはっきりとすれば、受け入れを願い出てくる
家族がいます。ホームステイファミリーや現地の学生と仲良くなり
たい、アメリカ文化を知りたい、英語が勉強したい、と思われる16
歳～26歳の方にお勧めです。

また、今年の夏のホームステイプログラムには奨学金制度があるよ
うです。下記の条件を満たしている方を募集しています。

オーランド本部とのビデオ面接においての英会話能力、意欲、マ
ナーが奨学生にふさわしく下記の要件を満たす方。

●英検２級以上、またはTOEIC650点以上のスコアを持っている
●ホームステイinアメリカの2022年度夏休みプログラム全期間の参
加が可能
●大学１～４年生（１８歳～２３歳）

奨学金申し込みの締め切りは日5月15日です。

アメリカ ホームステイプログラム
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５月＆6月のスクルカレンダー
黒で塗りつぶされた箇所は休校日です。

おめでとうございます！

今年も梅花中学校主催の英語暗唱大会が開催されます!

毎年当教室から、この大会に果敢に挑戦してくれる生徒さんがい
らっしゃいますが、大会後の英語力の伸びにはいつも驚かされま
す。正しい発音で、皆の前で、大きな声で英語を発話する、こう
した経験って、本当に子供を成長させてくれるし、健全な自信を
養う事ができるように思います。

興味がある方、ぜひ挑戦してみませんか？

対象：小学5年生と6年生の女の子。
開催日：7月23日（土）
申し込み締め切り： 7月８日（金）必着

申し込み詳細は梅花中学ホームページで
ご確認ください。
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Easter Event Report

無事にイースターイベントを終える事ができました。

付き添いで来られたご家族の方を合わせると、100名以上の参加者！こうして
地域の皆様とイースターをお祝い出来た事を心より感謝しています。

子供達の大好きなゲーム「エッグハント」。イースターそのものとは関係はあり
ませんが、この卵を探すという単純なゲームって、子供にとってはワクワクドキド
キなんですよね～。大人には分からない子供の世界。ある研究結果で「一般
的な就学前の子供が笑う回数は、1日平均400回。 しかし、大人になると15回

に減る」というのがありますが、どんな事も遊びと冒険に変えてしまう子供の素
晴らしい性質を実感するひと時でもありました。

英語を学ぶ事は、英語圏の人々が背負っている文化も一緒に学ぶ事だと思う
ので、「楽しい思い出」が英語への興味や文化理解に繋がってもらえると嬉し
いです。

今回は初めての公園でのイベントで、多少のアクシデント（汗）もありましたが、
こうして地域の方が集まるイベントはやはりいいな～と実感しましたので、今後
も英語だけではなく、楽しい思い出も提供できるよう、頑張っていきたいと思っ
ています。

いただいた参加費全額（24000円）は、ポーランドに避難しているのウクライナ
難民の方へ、カイロスという団体を通して寄附させていただきました。

幼稚園年長と新1年生を対象にしたスーパートドラークラスでは、アルファベット

を書く練習が始まっています。初めてのアルファベット、ワクワクと同時にたくさん
の疑問が子供達に生まれているようで、大文字と小文字がなんであるの？とい
う質問も何回かありました、とってもいい気付きですね！

大文字と小文字の区別がある文字では、一般的にテキストの大部分には小文
字が使用され、大文字は文頭や固有名詞の語頭など、限られた場所でのみ
使用されます。また、強調表現で大文字が使用されることもあります。

また歴史的にみると、大文字が進化した形が小文字です。そもそも「アルファ
ベット」という名称はα（アルファ）とβ（ベータ）、すなわちギリシャ語の最初の2文

字に由来するものです。でもその起源はフェニキア。ギリシャ人がアルファベット
を借用し、それがローマ各地に広がったのが始まりのようです。文字は大昔、石
に彫って書かれていたというルーツがあります。石に彫る際には曲線が彫りづら
いため、直線を主として構成されるという特徴がありました。古代ローマの碑文
をみれば分かるように、当時は大文字しかありませんでした。

小文字が登場するのは8世紀後半のこと。カール大帝（シャルルマーニュ）統

治下のカロリング朝が西ヨーロッパ全土をほぼ支配し、カロリング＝ルネサンスと
呼ばれる文芸復興の時代が現出されていました。当時紙の代わりに利用され
ていたのが、動物の皮をなめした羊皮紙でした。羊皮紙は高価であり、節約の
ために文字を詰めて書く必要が出てきました。そこで、文字を縮めて書くために
考案されたのが小文字というわけだそうです。

アルファベットを学ぶ事は、実はその背後にある人間の歴史や知恵も学ぶ事、
そう考えると、無味乾燥なアルファベットの中にも、時代を通して脈々と流れる
人間の熱いドラマを感じますね！！

アルファベットになぜ大文字と小文字があるの？

英語おもしろトリビア第11回 小学生英語暗唱大会


