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新着情報・お知らせ

中学校の新学習指導要領、英語に関しては、自分で考え話す力がよ
り求められるようになるそうです。それに伴い、学習する英単語は
1200語から1600～1800語に増え、これまでは高等学校で習っ
ていた現在完了進行形、仮定法などの文法も中学校の教育内容にな
りました。長らく「仮定法を教えずに、どうやって英語の授業をや
るのか？」と諸外国の識者から批判され続けてきた日本の英語教育
ですが、これに関してはちょっと前向きな改正なのではないかなと
も思います。ただ、文法はあくまで知識にすぎず、それが自然に使
いこなせるようになるには、たくさん読む・たくさん話す・たくさ
ん失敗するという過程が絶対に必要になってきます。

文法偏重教育と、日本の英語教育は長らく汚名を着せられてきまし
たが（涙）、正しい文法だからといって、それが伝わる英語とは限
らない、という事実は体験を通して実感しています。コミュニケー
ションにおいて大切な事は、文法の正しさや、正確な発音以上に、
目の前にいる相手と関係を築いていきたいという真髄な姿勢だと思
います。あなたと話している外国人は、あなたが仮定法が上手に使
えているかどうかより、「自分の目をみて、大きな声ではっきり
しゃべろうと努力している」という心の姿勢を見ています。RやＬ
がきちんと区別できているかなんていう事は、声の明瞭さや声量の
豊かさに比べれば、枝葉のことに過ぎないようにも思います。

人と会話をする事ができない自閉症の作家、東田直樹さんは、その
著書の中で、「話が出来ず不便だったり、大変だったりすれば、ど
うしたら少しでも言葉が伝わるか、自分でも工夫し、何とかしよう
とするはずです。これは報われるためではなく、生きる為の努力な
のです。与えられた運命に立ち向かう事ができるのなら、自分を
もっと好きになるのではないでしょうか」と記されていました。
自分は語学を学んで何がしたいのだろう、と楽しく自問する日々で
あります。
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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。

●クラス写真の撮影を5月より行います。写真は待合室に掲示し
ますので御覧ください。

●【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。

●ゴールデンウィークの休校日は5月4日(火）～8日(土）です。4

月29日（木・祝）は通常通り授業がありますので、お間違いのな
いようお願い致します。

●当教室での英検は、毎年、第2回検定(10月）を開催しておりま
す。英検ジュニアも10月の予定です。英検、英検対策コースにつ
いての詳細はアークアカデミー通信6月号でお知らせいたします。

●多読アプリ（フォニックスアプリを含む）有料貸し出し受付
使用料 月額600円

年間6000円

●≪5月～6月の振替日≫7月以降は振替ページをご参照下さい。

振替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。

振替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。

〒６６９－１３２３ 三田市あかしあ台４-８-１

Tel /Fax : 079-563-3132
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アークアカデミー英会話教室

新スタッフの紹介
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スーパーキッズ 5月22日(土）6月19日（土）
キッズ①＆①+ 5月29日(土）6月26日（土）
キッズ②＆②+ 5月18日(火) 6月15日（火）

キッズ③＆③+＆キッズ④ 5月25日(火）6月22日(火）
キッズ④＋/中学生 5月15日(土）6月5日（土）
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母国のフィリピンでは大学で、現在は日本の高校で英語を教えられている
そうです。コンピューターも大好きなので、オンラインのイベントも開催
できると楽しいですね。

Hello, everyone!

I am Aris from the Philippines and I basically love spending 
time with kids. When I was in the Philippines, I spent a lot 
of time juggling family and career responsibilities as being 
the firstborn and the fact that our parents were abroad, I 
stood up to be my younger sibling’s parent and I realized 
that raising and teaching kids, even for a short while was 
very noble.

With that in mind, I want to continue pursuing a career in 
teaching English and be good at it. I had a great 
experience working with a large international school here 
in Japan and learned so much about teaching children.

With Ark Academy, you can expect that your kids are in 
good hands and a comfortable learning environment. I am 
excited to lead the kids through joyful and informative 
learning and I really look forward to seeing them filled with 
new-found knowledge and happiness.

新しい先生の紹介です。

新年度より南ウッディタウン教室を担
当するアリス先生です。

アリス先生は今年3月まで、大阪の大
手インターナショナルスクールで講師
をしていました。子供が大好きなアリ
ス先生、たくさん英語で会話してくだ
さいね！
アリス先生のお母さんも英語の先生で。

5月&6月のスクールカレンダー

Happy
Mother's Day!
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お勧めの英語入門書 小学生英語暗唱大会 BAIKA CUP

英語を勉強したいのだけれど、どの参考書から始めればいいのかし
ら・・・と思われている方もいらっしゃるかもしれません。本屋さんに行
くと、英語の参考書に溢れていていますね。日本ほど英語の参考書が多い
国はないと思います。また英語学習法も流行り廃りがあり、結局何がいい
のか分からない！と頭を抱えてしまった経験もあるのでは？

そんな英語学習初心者にお勧めの本が「絵で見る英語」。この本は世界で
一番売れている英語入門書で、1945年の出版以来、40カ国以上で出版
され、日本でも既に30年以上の歴史があります。著者のI.A.リチャーズは、
20世紀英語圏の文芸批評家として、素晴らしい実力の持ち主で、異文化
の中で英語を学ぶための教材作りに尽力してきました。
その経験の中で彼の得た言語習得に関する答えは、「入門の段階において
は母語を媒介しないのが良い」、つまり英語を学び、習得するためには、
日本語で英語を学んでいてはだめだ、英語で英語を学ばなければならない、
というものでした。そんな彼の知識が、この絵で見る英語には集約されて
います。この教材の特徴はタイトル通り、絵を通じて英語を学んでいくこ
とです。絵で見ることによって、言葉では理解し辛い英語のニュアンスや
意味の違いなどを、ビジュアル的な感覚として取り入れることができるの
です。
日本の英語教育も随分変わってきましたが、まだまだ翻訳英語的な要素が

強いように思います。つまり「日本語から英語をつくる」というやり方で
すが、このやり方ではどうしても英語と日本語にズレがでてきます。例え
ば、「私は(散髪屋で)髪を切りました」は「I cut my hair」ではなく、使
役動詞を使った「I had my hair cut」になります。文字上で直訳すると、
意味が違ってくるのです。でも文字ではなく、イメージでつかむ事によっ
て、その主体となるものの状態を的確に言い表す事ができるようになりま
す。
日本人が英文を書く際、よく間違えるのが冠詞・時制・前置詞なのですが、
これらはイメージする事によって使いわけができるようになります。特に
一番間違いが多いのが冠詞。日本語には、英語の冠詞の「a」と「the」に
当たるものがないので、従来のように「a」を「一つの」、「the」を「そ
の」なんて訳していると、いつまでたっても英語らしい使い方ができませ
ん。前置詞のonも「～の上に」という日本語訳ではなく、「ひっついてい
る」というイメージを思い浮かべる事ができれば、自然な使い方が身につ
いてきます。
この本の著者は、「言語習得のためには母語を介さない方がよい」と理論
づけていますが、日本語→英語と翻訳するのではなく、英語を英語で学ぶ
（イメージでつかむ）事によって効率よく英語を学び事ができます。未だ
にこの本が英語入門書のベストセラーに君臨している理由は、この英語を
イメージで掴む方法が、効果的・効率的に結果を出し続けているからなの
です。
英語学習って、修行僧のように文法問題を解きまくったり、単語をゴリゴ

リ覚えていくものではなく、英語を英語のまま理解する回路を作ることだ
と思います。この教材は全くのゼロからの英語学習者や、ほとんど英語を
忘れている人にも、日本語を介さず「絵と英語」だけで学べ、少ない語彙
力で日常生活を表現するのに十分な英語力を身に付けていくことができる
ようになっています。
この春から英語学習を始めたいと決心された方もいると思いますが、もし、
どの教材から始めればいいか迷っておられるのでしたら、ぜひこの本をお
試しください！ 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3日（土）
申し込み締め切り： 6月18日（金）必着

申し込みはこちらから
→

※月割りなると割高になります。

英語が発話できるまでに必要なインプット量は2000時間だといわれてい
ます。週に1時間だけの英語学習では、どんなに高い教材を使っても、ど
んなに高い授業料を払っても、残念ながらコミュニケーションをとれるだ
けの英語は身に付きません。このインプット量を増やすためには、家庭環
境が大きく影響してきます。ではどのように、自宅でも英語が学習できる
環境を作ることができるのでしょうか？

幼稚園児や小学生低学年の自宅学習の鍵は「親御さん」です。「うちの子
はモチベーションが低くて教科書も見ません」「家ではちっとも英語を
しゃべってくれません」等、たまに保護者の方からご相談を受けますが、
そもそも生活の中で英語をしゃべる必要性を感じていない子供達が「さあ、
今日も英語を頑張ろう！英語をいっぱいしゃべろう」なんて思わないもの
です。大手英会話教室さんのコマーシャルのように、子供が勝手に外国人
に話しかけ、道案内をする、なんていう場面を想像されていた保護者の方
もいらっしゃるかもしれませんが、あれはちょっと現実離れしすぎている
な・・・とも思います。

家庭学習で大切なのは「親御さんの立ち位置」。親子が家庭内で英語学習
に対する「習慣」を共有する事がとっても大切になってきます。なぜかと
いうと、英語学習(特に初級・中級レベル)の決め手は「質」よりも「量と
頻度」だからです。何度も口を動かし、何度も音を聞き、何度も書く。く
だくだしいくらいに「反復・繰り返し」が重要な科目です。日本人が英語
が話せない、苦手意識があるのは、圧倒的に「量」「頻度」が足りていな
いからです。この「量」を確保するためには、英語学習を日々の習慣に落
とし込む必要があります。好きとか嫌いとか、暇とか忙しいとか、そんな
段階ではなく、毎日歯を磨くのが当たり前のように、「英語をするのが当
たり前」という「習慣行動」にしてしまう事です。学習ルールは親子で決
め、あとは過度な干渉をせず、関心を持って学習を見守る事が大切です。
「勉強しなさい！」はNGです。勉強と思わせないよう英語を取り入れる
のがコツです。

家庭学習のご提案として、宿題の他に、ご家庭で取り組める英語学習を紹
介をした手紙を、新年度初日のクラスでお渡しさせていただきましたが、
まずは徹底的に教科書を利用してみてください。音声を聞く、音読をする、
暗唱する、フレーズを書けるようにする等、取り組める課題はたくさんあ
ります。また、キッズ①以上のクラスの生徒さんには、サイトワードリス
ト、またはフレーズリストをお渡ししております。1週間に1単語、もしく
は1フレーズずつを読める・書けるようになることが目標です。「書く・
読む」作業は反復練習が大切。でも50分の限られた時間内では、「話す・
聞く」が中心となるので、「読む・書く」作業は家庭で反復練習が重要と
なってきます。「読める」事で飛躍的にお子さんの英語の理解力は伸びま
すし、「書ける」事は英語学習への自信につながってきます。実際、この
フレーズリストに頑張って取り組んでくれた生徒さんは、実力が驚くほど
伸びています。

英検を視野に入れて英語学習に取り組んでくれている生徒さんも多いと思
いますが、英検3級くらいまでなら、テキストブックを徹底的に使いこな
す、フレーズリストに取り組む等で、十分に対応できる実力が付くと思い
ます。

※ただし、「書く」作業は、お子さんによって適正時期が異なります。基
本的に家庭学習はインプット（聞く・読む）が中心、「書く」作業は、お
子さんが興味を持ち嫌がらないようだったら導入してみましょう。

家庭学習のご提案


