
  

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Letter Jun 2019 

 

はじめに 
 

来月 7 月に催される「BAIKA 暗唱大会」に、今年は小学 5 年生の

A ちゃんが挑戦してくれます！ 

A ちゃんの英語の実力がメキメキと伸び始めたのは 4 年生頃。特に

去年の夏休みに、英語の本 100 冊を読む事を目標に多読（リスニン

グ・音読）にチャレンジしてくれたのですが、その努力が自信と実力

に繋がっていったそうです。今年受験した英検３級では、正解率９

０％以上の高得点。「英語が分かる」事が楽しく、今は英検準２級を

視野に入れながらに英語学習を楽しんでくれています。A ちゃんのお

母様は、A ちゃんが自主・自律的に英語学習ができるよう、約２年間

は「見守る・励ます」サポート（これってすごく大変！！）に徹され

たうそです。今は、英語の本を一冊音読、そしてラジオ英会話を聞く

ことを毎日の習慣として続けてくれています。感心の一言です。 

 

どの教科もそうですが、基礎学力って本当に大事だと思います。足し

算ができなければ、割り算ができないのと同じように、英語の基礎が

しっかりしていなければ、実力を伸ばす事は難しいです。逆に、基礎

がしっかりしていれば実力は伸びます。基礎作りをしている時は 

その成果が可視化できないので、進歩を実感する事が難しいかもしれ

ませんが、根がしっかりはっていれば、芽がのび、美しい花が必ず咲

きます！ 

英語の基礎の基礎は「音」。音がしっかり身に付き、それを「読み・

書き」に繋げていくことができれば、自力で英語が学習していく基盤

ができます。その基盤作りは１０歳前後が最適です。中学で英語嫌い

になる子供達が多い事を本当に残念に思うと同時に、１人でも多くの

子供達が英語の楽しさを経験してほしいという願いを込めて、夏季集

中講座を企画しています。英語初めてのお子さん大歓迎ですので、ぜ

ひこの夏、英語の基礎を楽しく固めていきませんか？ 

●≪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。 

 

●プライベートレッスン枠のご案内 

夏休みのみプライベートレッスン枠を設けます。スピーキン

グの練習を集中的にがんばってみたい生徒さん、お気軽にご

相談下さい。金曜日午後の枠となります。 

受講料：１５０００円（夏休み特別料金）/4 回レッスン 

 

●小学生英語暗唱大会「BAIKA CUP」 

今年も梅花中学校主催の英語暗唱大会が開催されます。 

対象：小学 5 年生と 6 年生の女の子。 

開催日：7 月 6 日（土）  

申し込み締め切り： 6 月 14 日（金）必着 

 

●南ウッディタウン駅前校の塗装工事は 6 月 10 日までで

す。ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。 

 

● 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 

 

●≪6月＆7月の振替日≫8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 6 月 15 日（土）7 月 13 日（土） 

キッズ①＆①+ 6 月 22 日（土）7 月 20 日（土） 

キッズ②＆②+ 6 月 18 日（火）7 月 16 日（火） 

キッズ③＆③+＆キッズ④ 6 月 25 日（火）7 月 30 日（火） 

バイリンガル/中学生 6 月 1 日（土）7 月 6 日（土） 

 

★Contents★ 

■はじめに ■英検集中講座受付開始 

■ 夏休み ABC ■サマースクール受講生募集 

■最新情報・お知らせ■今月の誕生日 

■なぜ小学 4 年生～6 年生が対象なのか 

 

 

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 

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 
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先月のニュースレターでもお知らせしましたが、8 月～9 月にかけ

て、英検受講希望者の為の集中講座を開講させていただく予定です。

英検受講希望者を優先させていただきますが、そうでない方でも興味

があれば受講していただいて結構です。8 月は 5 級、９月は 4 級と 3

級を対象としたクラスとなります。 

試験日は 10 月６日(日)を予定していますが、受験希望者の方は７月

３１日までにスクールにお知らせください。受験者が定員に満たない

場合は、準会場として本校が使用できない場合がございますので、ご

了承ください。 

 

対象 5 級受験希望者 

日程 8 月１日・８日・22 日（木曜日） 

時間 PM６:45～PM７:45 

受講料： 3000 円＋教材費 

（会員以外の方は 4000 円） 

※料金は税抜き価格です。 

講師： 育子先生 

定員になり次第受付を終了しますので、お早目にお申込み下さい。 

3 級・4 級対象のクラスは 9 月となります。詳細は後程お伝えします

が、受講希望の方はご相談下さい。 

 

 

 

 

毎年恒例の夏休み特別クラス「夏休み ABC」。今年はクリストフ

ァー先生が担当いたします。基本のフォニックスの音とアルファベ

ットの書き方を楽しく学びます、英語学習を始めたばかりのお子さ

んにはお勧めのクラスです。 

 

期間 8 月６日・2０・2７日（火曜日） 

時間 AM10:00～AM10:45 

講師 クリストファー先生 

対象 小学生低学年 

（今年初めて英語を習い始めた生徒さんを優先させ

ていただきます） 

定員 7 人 

値段 2500 円/３回  

内容 フォニックス 

アルファベット(小文字)の書き方、歌・ゲームなど 

場所 あかしあ台本校 

 

人気のクラスですので、希望者の方はお早目にお申込み下さい。 

《注意》あかしあ台教室での行われるクラスは、お車以外で来校で

きる方のみ受講可能です。路上駐車は禁止です。 

 

小学生のお子さんをお持ちの保護者の方にはピンとくるかもしれませ

んが、小学校 4・5 年生頃になると、急に子供の理解力がのび、論理

的に物事を考える事が上手になります。学校の勉強も難しくなってき

ますね～。10 歳前後って子供の脳に大きな変化がある時期のようで

す。語学学習においても一般に「臨界期」といわれるものがありま

す。9 歳頃までは、子供は左脳より右脳の働きで言葉を学んでいきま

すが、9 歳を超える頃からは、徐々に左脳の役割が大きくなっていく

と考えられており、その境目となる時期が「臨界期」と呼ばれるもの

です。聞いた音をそのまま同じように発声できるようになるためのタ

イムリミットともよばれており、母国語を身につける時期だというふ

うに考えていただければいいでしょう。 

したがって、この臨界期をはさむ時期に、どのような形で英語に触れ

るかが、子供の英語学習にとって大変重要な意味をもってきます。 

最近、英語学習の早期化がすすみ、英語耳が着実に育っているお子さ

ん達を見ると感心します。ただ、残念なのが、せっかく育った耳も、

この臨界期をまたいで育てていかないと、驚くほどすぐに衰えてしま

うのです。5 年生頃から塾や習い事で忙しくなり、語学学習の一番大

切な時期、そして驚くほど実力が伸びる時期に、英語学習を中断して

しまうケースが多く、心の底から「もったいないな～」とため息をつ

いてしまう経験は、きっと英会話教室で働いている先生なら何度もあ

るのでは？そして、あれほどきれいな発音で英語を話していた生徒さ

んが、いったん受験英語に足を染めてしまうと（？）、不思議なくら

いに「使える英語」が出てこなくなるケースは本当に多いです。 

 

そして、4 年生頃から顕著に表れるのがカタカナ英語。学校でローマ

字が導入されると同時に、あっという間にカタカナ英語が身について

しまいます。そして、いったんカタカナ英語が染みついてしまうと、

それを修正するのは本当に大変。語学学習の基本は音。中学校に入る

前に英語学習の基本になる音（発音・イントネーションなど）を身に

着ける事で、英語に対するハードルを低くすることができます。 

 

「今まで英語を学習をさせてなかったので中学に入ってからが心

配」、「小学校高学年からでは、英語学習は遅すぎですよね？」「英

語を習わせてあげたいのだけれど、毎週通うのは無理」等、よく保護

者の方から寄せられる質問や不安。語学学習においては最高の時期に

も関われず、不安と心配を抱えてられる保護者や子供達が多いように

思います。そんな方々に少しでもお役に立ちたく、今回夏休みの集中

講座を開講する事にいたしました。 

 

内容は音にフォーカスし、フォニックスを通して読み・書きの練習を

します。英語を学ぶ子供達が最初につまずきやすいのが読み書きで

す。そしてここでつまずいてしまうと、その先の英語学習が苦痛にな

ってしまいます。以前も夏休みにフォニックスの特別クラスをさせて

いただきましたが、フォニックスを学習したおかげで、英語が楽しく

なった（読める、書けるようになったから）という感想をたくさんの

方からいただいています。 

英語が初めてのお子さんも大歓迎ですので、ぜひふるってご参加下さ

い。期間は 5 日間ですが、多読アプリの教材を使ったオンラインサポ

ートは夏休み中させていただきます。 

●中学に入る前に英語の基礎を身につけさせたい 

●英語が読めるようになりたい。 

●塾や習い事が多く、英会話教室に通う時間がない。 

●カタカナ英語になってしまっている・・ 

●他の英語教室に通っているけどリーディングがいまいち伸びない… 

 

そんな小学生にぴったりの短期集中クラスです。 
 

このクラスでは 

 

⚫ 読み書きの基礎であるフォニックスの基礎を学びます。 

⚫ 魔法のカード「BB カード」を使い、楽しみながら英語の基礎（語彙、発

音、イントネーション、文構造など）を学びます。 

⚫ 自宅にて、専用アプリを使い、習ったフォニックスを聞いて・読んで・遊ん

で・復習して定着（夏休み中アプリを使って学習できます）。 

⚫ カードでたっぷり遊ぶ１時間があり、いろんなカードを使ってさまざまなゲ

ームを楽しみます。 

 

この講座を受講した後は 

 

⚫ アルファベットの基本の音を習得できる 

⚫ 習ったフォニックスをもとに、簡単な英語の本を自力で読めるようになる 

⚫ 自分に関する簡単な紹介ができる、書ける 

⚫ 英語って楽しい！できる・書ける→自信がつく 

 

この講座ではフォニックス教材「Jolly Phonics」と多読のアプリ「Razkids」、魔法

のカード「BB カード」を主に利用しますが、この３つの教材をうまくリンクし継続し

て学習すれば、英語の基礎力は固まります。この先の英語学習の土台になる

こと間違いなしです！ 

英語学習者で、さらに英語の基礎固めを希望されているお子さん、また英語

が初めてのお子さんも大歓迎です！！ ぜひこの夏、英語っておもしろい、英

語って楽しい、を「分かる」を通して経験してみませんか？ 

 
●場所: 南ウッディタウン駅前校 

●日程 ７月 29日（月）～８月２日（金）5日間 

●時間 10時～12時 

●担当 ペイトン初穂 

●対象: 小学４年生～６年生 

●費用: 1００００円（消費税別途８００円・教材費を含む） 

  


