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News Letter Sep 2019 

 

はじめに 

 
２０２１年度から実施予定の新大学入試。情報が少しでも入ってくると

いいな～と思っていて、いつもアンテナを張り巡らしているのですが、

いまいち全貌がつかめません。学校や予備校の先生は、きっと対策を考

えてられるのだろうな～と思いきや、こんなニュースが・・ 

 

「大学入試の英語民間試験 文科省に改善要求 校長会」 

 

高校の校長会から異例の要望を文科省に出すくらい現場にも詳細な情報

は入ってきていない状態のようです。現場の教員はまさに暗中模索的な

取り組みをせざるを得ないという、なんとも不安的な状況。 

 

とりあえず民間試験も併用されるとのことで４技能が今までより求めら

れるということだけは周知されていますが、そのせいで今まで以上にや

らなければならないことが山のように増え、高校の授業は本当に大変だ

そうです。英語が入試の合否を左右するほどウエイトが置かれているに

も関わらず、確固たる目標とすべきものが朧げな状態であるため、現場

の先生や、塾の先生は振り回されているのではないでしょうか？ 

 

日本では大学入試で英語を中心に文科省が色々弄るようだが、なんで文

科省に英語の勉強法を合わせる必要があるのかと益々疑問に思っていま

す。これまで国が入試制度を変えて英語のレベルが上がったという事は

聞いたことがありません。「勉強は自分の将来のためにやる」を柱にし

ないと振り回されるだけで、時間と労力の無駄になるように思います。 

 

英語の学習の基本は、たくさん「読む」「書く」「話す」「聞く」。毎

日の積み重ねで基礎体力をつけ、変化に振り回されることのない本当の

実力を養っていきたいものですね。 

●≪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。 

 
●アークアカデミーで英検を受講される方は 10 月６日（日）が受験

日となります。受験会場はあかしあ台教室です。受験の詳細は別紙に

てお確かめください。 

 

●英検ジュニア受験をご希望の方は受付にてパンフレット・申込用紙

をお受け取り下さい。 

 

● 前期の Evaluation (クラス報告書 )を少人数クラスの生徒さんに

お渡しします。この報告書は年に 2 回（9 月・3 月）クラスでのお

子さんの様子や成長を保護者の方にお伝えすること目的としたもので

す。 

 

●今年もコスチュームウィークを予定しています！楽しいコスチュー

ムをつけてクラスに参加して下さいね！ 

予定日：10 月 22 日(火)～10 月 26 日（土） 

 

●南ウッディタウン駅前校へお車でご来校される場合は、エ

ルムプラザの駐車場をご利用下さい。建物前の駐車場は使用

禁止です。 

 

●英検対策講座の受講料は 9 月のお月謝と一緒に引き落とさ

せていただきます（4 級）。 

 
●≪９～10 月の振替日≫10 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 9 月 21 日（土）10 月 12 日（土） 

キッズ①＆①+ 9 月 28 日（土）10 月 19 日（土） 

キッズ②＆②+ 9 月 17 日（火）10 月 15 日（土） 

キッズ③＆③+＆キッズ④ 9 月 24 日（火）10 月 22 日（土） 

バイリンガル/中学生 9 月 7 日（土）10 月 5 日（土） 

 

★Contents★ 

■はじめに ■英検Ｊr の実施のお知らせ 

■ 消費税について■新情報・お知らせ 

■今月の誕生日■リスニング力の伸ばし方 

■サマースクールの報告 
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親御さんたちは、「うちの子英語を習っているけれど、どのくら

いわかっているのかしら・・・。」と心配になる事があるかと思

います。また、お子さんも１年前と比べてどれだけ上達している

か、自分自身ではなかなかわかりにくいと思います。 

 

英語の習得は 1 年や 2 年といった物差しではなく、これから一生

つきあっていくものだと覚悟（？）した方がいいと思いますが、

何か目標があれば子供も頑張れるし、また、よいスコアが取れれ

ば自分に自信がつきますね！アークアカデミーでは、英検 Jr.（旧 

児童英検）試験を毎年秋に開催しており、生徒達のやる気をアッ

プするお手伝いをさせていただいています。 

 

テストは CD を使ったリスニングテストとなります。ブロンズ・

シルバー・ゴールドとグレードが分かれており、お子さんのレベ

ルに合わせて受験していただきます。この 3 つのグレード分けの

基準は英検 Jr のパンフレットをご参考ください。 

 

未就学児や小学校低学年生の受験の場合、英語の実力以前に、問

題の意味が理解できる・座って 30 分間集中することができる・

回答の仕方が分かる、鉛筆が持てる等、受験にあたっての基本的

な技術が要求されますので、まず担当の日本人スタッフにご相談

されることをお勧めします。 

 

英検や TOEFL テストなど、英語のテストはいろいろあります

が、それぞれに傾向があります。英語の実力とともにその傾向に

慣れることがスコアアップにつながりますので、参考書・または

英検 Jr のホームページよりアクセスできる模擬試験などをぜひご

利用ください。（英検 Jr を初めて受講される方は、参考書のご購

入をお勧めします。） 

 

 

試験日： 10 月 27 日（日） 

定員：  各級定員 10 名 

場所：  南ウッディタウン駅前校 

費用：  英検パンフレットをご覧ください 

実施時間：☆ブロンズ 10:00〜10:30 

☆シルバー 10:45〜11:20 

☆ゴールド   11:35～12:20 
 

 

●９月２6 日（木）まで申し込みを受け付けております。スペー

スの関係上定員がございますので、受験を希望される方はお早め

にお申込み下さい。 

●教室用申込用紙にご記入の上、受験費用とともにスタッフまで

お渡し下さい。釣銭のないようお願い致します。 

●CD を使ったリスニングテストです。騒音を避けるため、途中か

らの入室をお断り致します。 

 

 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

  

  
 

  

  
 

英語はやる気さえあればいつからでも学べます！ただ、子供のうちから

英語学習を始めた方が絶対有利という理由は、「耳を鍛える事ができ

る」という事と、「理屈抜きで感覚的に英語を学べる事ができる」ため

かなと思っています。特にヒアリングは、大人になってからやると 10

倍以上時間をかけても、子供の時の数か月に勝てません。ヒアリング力

を伸ばすにはどうしたらいいですか、という質問をよく受けますが、大

体の場合インプット量がまったく足りていないように思います。8 割以

上理解できるコンテンツからスタートして、とにかく聴きまくるのが重

要です。「生の英語」を聞きとるのは上級者でも難しいです。英語を

「話す」「読む」「書く」ことは基本的に自分のペースでいいのです

が、「聞く」事は完全に相手のペースにあわせなければいけません。英

語の先生や、英語教材の英語は、分かりやすくクリアなので、初級者向

けだと思っていただいた方がいいと思います。英会話で重要なのはうま

く話すことより、まずは相手の話をしっかり聴くこと。それができてな

いと「話を聞きなさい！」ってなるのは世界共通のように思います。 

英語を聞き取るためには英語の音に慣れる事が重要ですが、なぜ聞き取

れないかという自分の弱点を明確にすることで、効果的な勉強法が絞ら

れてくるかと思います。 

 

【聞き取れない主な理由】 

 

1. 英語の音がそもそも聞き取れていない。日本語の音声は 26 個、そ

れに対して英語は 47～52 個くらいあると言われています。日本

語にない音が倍以上あるのだから、聞き取れないのは当たり前。 

2. 英語の音がつながるため（リンキング）。繋がり方のルールを知ら

ないとちんぷんかんぷん 

3. 単語がわからない。音は聞き取れても単語の意味が分からない。 

4. 単語や音も分かるのだけれど、プロセスのスピードがついていかな

い。英会話のスピードが早くなればなるほど、分からなくなりま

す。ここで躓いてしまうんですよね・・・英語は英語で理解しない

とスピードが追い付きません。プロセスのスピードが大切。日本語

を介していると遅くなってしまうので、翻訳英語に慣れてしまうと

生の英語のスピードにまったくついていけなくなります。日本語を

介さない、これは基本です。 

 

【ヒアリング力を上げるための効果的な勉強法】 

 

1. まずは発音。フォニックスを学習する事によって、英語の発音の仕

方が習得できます。また、リンキングや独特の音の出し方のルール

を学習する事によって、飛躍的に英語が聞き取りやすくなります。 

2. 8 割くらい分かるコンテンツから学習をスタート。5 割くらいだと

嫌になってしまうのですが、2 割程度が分からなくても想像で埋め

ることができ、知らない単語でも意味がなんとなく分かります。ス

ポーツ、経済、アニメ、音楽等好きなコンテンツを選ぶと聞き取り

やすいです。9 割 5 分くらいまで理解できるようになったら次レベ

ルへ。 

3. スクリプトや字幕を使って学習するのもお勧めです。予備知識があ

れば聞き取りやすいので、初めに日本語の字幕で見てストーリを把

握。2 回目は英語字幕のみ。どうしてもわからない所は調べてみま

ましょう。そして 3 回目は字幕なし。スクリプトをみながら聴くの

も 

 

もいいと思います。単語などは暗記ではなく、状況の中で覚える事に

よって定着率はアップしますし、単語の自然な使い方が理解できるよ

うになります。ただし、人間は何度も同じものを聞くとだれてきま

す。子供は同じものでも好きな物は 100 回聞いても飽きませんが、

大人は飽きます。飽きると頭にはいらない。英語学習は修行じゃない

ので、別のコンテンツに変えていきましょう。 

 

４．たくさん聞いて総合率を上げる。同じ単語、言い回しでも何回

も遭遇すると（4 回から 14 回くらい）脳に定着します。いろんな

シーンで使われる場面をみると語感が出来てきます。ただし、同じ

ものを繰り返すことはあまり効果がないそうです。実はすぐ復習し

ても効果がない事が証明されているそうで、ちょっと忘れたくらい

に復習すると記憶がリフレッシュされるそうです。また、「あの単

語はなんだったかな・・」と思い出そうとする時もどかしい思いに

なりますが、それが脳への刺激となるそうです。 

 

リスニング力を伸ばしたい方、ぜひ参考にしてみてください。 

平素はアークアカデミー英会話教室へのご理解、ご賛同を賜り厚

く御礼申し上げます。 

さて、ご周知のとおり、2019 年 10 月から消費税が８％から

10％へと改定される予定です。それに伴い、誠に恐縮ですが、ア

ークアカデミーの月会費についても増税分を弾き上げさせていた

だく予定にしております。 

つきましては、2019 年 10 月分より下記の会費に変更いたしま

すので、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。 

 

変更前（税込） 変更後（税込） 
3,240 円 3,300 円 

3,780 円 3,850 円 

5400 円 5,500 円 

5,920 円 6,030 円 

6,460 円 6,580 円 

7,020 円 7,150 円 

7,000 円 7,130 円 

7,540 円 7,680 円 

8,620 円 8,780 円 

 

無事に終了したサマースクール。 

暑くて熱い５日間、私達スタッフにとっても成長と学びの日々でした。 

サマースクールの目的は、英語でコミュニケーションがとれる楽しさを

体感してもらうことと、子供達と教室を超えた関係を築きたいという事

でした。 たくさんのアクティビティを企画したものの、子供達は本来

持っている想像力や創造力、そして主体性を発揮し、私達が用意した枠

組み以上の学びを経験している姿に驚きと感動を覚えました。 

長時間子供達と過ごす事によって、通常クラスでは見る事ができない子

供達の新たな一面を発見する事ができ、1 人 1 人の中にある学ぶ力や可

能性を感じる事ができました！ Well Done, Everybody!! 


