Intelligent English for kids

キッズ知育
英語コース
ご案内
「思考する英語」へ
英語教育の新時代、はじまる
2020 年度・新学習指導要領により
2018 年度から移行措置で
小学校での本格的な英語教育が
スタートします！

柴山義塾 さかべ知能教育
フリーダイアル ０１２０-０５２-４９８

【2020 年度からの新学習指導要領に先行対応】
新学習指導要領に基づき、学校によっては 2018 年度から、小３・４で週１時限程度の活動型授業、小５・６で
週２時限程度の教科型授業が始まります。「聞くこと・話すこと」からスタートし、徐々に「読むこと・書くこと」を加
えていきます。単語数ではなんと６００－７００語が登場しますが、おもな目的が「英語に慣れ親しみ、学習への
モチベーションを高める」となっているため、知識としての理解や定着にはあまりこだわらない方針のようです。
ただここで問題になるのは中学進学後です。既習の６００－７００語については「小学校でもう習いましたね」と
いう扱いになるので、小学校で「英語はお遊びの延長程度」と思っていると、ここで一気に足元をすくわれるとい
う落とし穴が待っているのです。
柴山義塾のキッズ知育英語コースでは、たとえば年長さんでも数字（one, two…）、曜日（Sunday., Monday…）
や月の名前（January, February…）などの読み書きを行うので、小学校はもちろん中学進学後も安心です。

【最適な英語教育とは？】
ちまたに多くの英会話教室があふれ、外国人講師が乳幼児を英語で保育するプリスクールも珍しくはなくなっ
てきました。「子どもの英語はやっぱりネイティヴじゃないと」とお考えの方は多いと思います。いったい誰がどの
ように教えるのがベストなのでしょうか？
当講座担当講師は長年学習塾の仕事に携わってきましたが、１０数年前にあるきっかけでニューヨークに２年
間滞在しました。帰国後その英語力を買われ、ネイティヴが講師をつとめる英会話教室で、外国人統括マネージ
ャーとして勤務しました。
そこで痛感したのは、「全てのネイティヴが英語講師としての適性があるわけではない」という、あたり前のこと。
特に気になったのは、「外国人の常識」と「日本人の理想」とのズレでした。多くのネイティヴ講師には、日本人目
線での「ここはこう教えてほしい」とか「ここが理解しにくい」というポイントが意外にわからないのです。
このときの経験で、「本当に日本人に役立つ英語教育は、やはり日本人にしかできない」と痛感しました。

【さようなら「ネイティヴ神話」！】
「でも正しい発音はネイティヴじゃない？」と思われる方は多いでしょう。しかし英語が世界語になった今は、世
界中の人々がそれぞれの「お国なまり」で英語を話し、コミュニケーションする時代です。いわゆる英米のネイテ
ィヴ並みの発音は、国際社会ではもはや必須ではないのです。
もう日本の英語教育にとって、ネイティヴ講師は絶対的な存在ではありません。それよりも「日本人に適した学
び方」や「高校・大学入試など学校教育に必要な知識」を充分に有している日本人講師こそが、皆さまの大切な
お子さまを預けるにふさわしいのです。

【英語教育は何才から？】
乳幼児を英語環境で育てるのは、あまり得策ではありません。なぜなら人間には確実で豊かな母語の知識が、
教育的観点だけでなく精神性を深めるうえでも不可欠だからです。そのため日本語の能力がある程度確立する
５-６歳が英語学習を始める適齢期と言われています。このキッズ知育英語コースでは年長以上のお子さまに、
日本語という母語を通して、英語という外国語を着実に理解し、身につけていっていただきたいと考えています。

【「音」と「文字」のリンクが必須！】
言葉を学ぶときに大切なのは、いうまでもなく「音」と「文字」です。このキッズ知育英語コースでは、多くの英語
教室で使われているイラスト付きのフラッシュカード（たとえばリンゴの絵＋apple のカード）は使わず、文字だけ
のカード（apple）を使用します。リンゴの絵を見て「アップル」と反射的に言わせることは容易ですが、それで言語
が身につくわけではありません。言語はやはり文字との結びつきが不可欠ですから、早い段階で「音」と「文字」
の関連性を理解させることがなによりも重要なのです。ですから、「聞く」「話す」と並行して「読む」「書く」にもしっ
かり取り組んでいただきます。
また文法的な事項についてはカリキュラムにある程度沿いながらも、できるだけ生徒さんが疑問に思ったこと
をそのタイミングで解説するようにしています。「知りたい」と思ったときが吸収するタイミングだからです。

【思考力も育てます】
Teacher, player, driver の「er」って何だろう？a book,なのに two books だって！「s」っていったい何？そんなこと
を問いかけながら言葉に興味を持っていただき、「自分でルールに気付くお子さまを育てる」、「英語力だけでなく、
考える力や問題解決力も身につける」、それがキッズ知育英語コースのゴールです。

【初年度に学習する英単語・表現の例】
色 ★ red, blue, yellow, green, black, white, brown, purple, pink
数字 ★ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
かたち ★ square, triangle, circle, big, small
顔のパーツ ★ eye, ear, nose, mouth, hair, head, face, neck, teeth, tongue
食 べ 物 ★ chicken, fish, hot dog, spaghetti, sushi, pizza, curry, steak,
hamburger, candy, cookie, ice cream, tomato, carrot, bean, potato, onion,
cucumber, apple, peach, pear, banana, grape, strawberry, hungry, food

乗り物 ★ car, bike, train, bus, subway, rocket, taxi, airplane, ship, boat
生き物 ★ elephant, cat, zebra, panda, tiger, lion, dolphin, camel, turtle, horse,
giraffe, rabbit, monkey, ant, deer, hippo

動作 ★ stand up, sit down, jump, run, walk, stop, laugh, cry, eat, drink
家 族 ★ father, mother, brother, sister, family, cousin, uncle, aunt,
grandfather, grandmother

天気 ★ How's the weather? It's sunny. It's cloudy. It's rainy. It's windy.
It's snowy. It's stormy. It's sunny and windy. It’s so cold.

好きですか？ ★ I like___. Do you like___? Yes, I do. No, I don’t.
これは～ですか？ ★ This is___. Is this___? Yes, it is. No, it’s not.

御器所駅前校・野並駅前校で開講中！
曜日や時間、授業料などは、お気軽にお問い合わせください。

柴山義塾 さかべ知能教育 教室案内
校舎名

住

所

電話番号

名駅校

名古屋市中村区名駅 3-16-6

052-571-2721

黒川駅前校

名古屋市北区黒川本通 2-17

052-917-5715

金城高校前校

名古屋市東区白壁 3-21-20

052-979-6717

池下駅前校

名古屋市千種区春岡 1-5-3

052-763-6659

本郷駅前校

名古屋市名東区本郷 2-163

052-773-7448

杁中校

名古屋市昭和区花見通 3-17

052-837-2311

御器所駅前校

名古屋市昭和区阿由知通 4-2-2

052-853-1735

新瑞橋駅前校

名古屋市瑞穂区瑞穂通 8-12-1

052-853-3181

原駅前校

名古屋市天白区井口 1-1306

052-803-8827

野並駅前校

名古屋市天白区野並 3-412-1

052-891-5181

小幡駅前校

名古屋市守山区小幡中 2-22-12

052-792-7370

日進駅前校

日進市栄 1-1118

0561-72-8210
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