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未来をひらく 思いをつたえる

12

日本の心と、英語の力。 Kinder Kids inc.

4コマ マンガをつくろう

Staff Spotlight My Stepping Stone English Speech Contest 2020

Kinder Kids ・ Grad Club アンケート結果発表

2.  Let ʼ s  co l lec t  them a l l !
3.  Huh?
4.  Haha!  See you!

1.  Oh,  Look!  Acorns!

4 コマ マンガをつくろう
セリフはめこみ例

P.10

アイデアを
お待ちしています！

「Hiraku」では、英語・幼児教育の
最新ニュースやトピックなど皆さまに
役立つ情報をお届けいたします。

皆さまからのご意見・ご要望を
お待ちしています！

・最近気になっていること
・取り上げてほしい話題
・新しいコンテンツ　etc…

「Hiraku」編集部

TEL：06-6135-0150
Mail： hiraku@kinderkids.ed.jp

当選者さまへプレゼントを
発送いたしました！

Hirakuアンケートに
ご協力くださいました皆さまの中から
厳正な抽選を行い、プレゼントを
発送させていただきました。
当選された50 名の皆さま
おめでとうございました！
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2020年 9月、キンダーキッズの保護者さま
に向けてアンケートを実施しました。
全園児 2945 名のうち､1353 件（46％）
のお声が集まりました。
保育と教育における課題、テーマごとに
見える実態をご一緒にごらんいただき、
次の未来を皆さまと描いていけたらと思い
ます。皆さまからのご意見やご要望、励ましの
お声をスタッフ一同しっかりと受け止めて、
教育・保育の向上につなげてまいりたい
と思います。

Q. Q. Q.
スクール運営の
改良につなげる

アンケート結果発表

お子さまは
スクールに行くことを
楽しみにしている

あいさつなど基本的な
生活習慣が
身についている

遊びや生活を通じて社会性や
ルールなど人間関係を
学ばせる指導がなされている

英語のアウトプット量を重視する
お声を多く頂戴しました！

＊ 小数点以下はすべて切り捨て

小学校受験を視野に入れているご家庭から、マナーや
品性の陶冶にも力を入れてほしいといったお声が届いています。
園児だけでなく、保護者向けの新しい取り組みを予定しています。
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やや不満 7％

約 9 割が 楽しく通っている
と感じている

約 8 割が身についている
と感じている

約 8 割がお子さまの英語習得度合いに
満足している

約 9 割が できている
と感じている

読む力

英語スピーキング力

体操や運動 

プログラミングなどのデジタル教育

書く力

話す力

先生やお友だちと英語で会話をする
時間をこれまでよりも増やし、自分の
気持ちを伝えることや意見を述べる
経験がもっとできるようサークルタイムや
Show & Tell、テーマ学習などの
レッスンでさらに改良を加えます。

力を入れてほしい科目 TOP 4 導入してほしい科目TOP 11英語教育の満足度
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as of 2020

Q. Q.
スクールと家庭で
一緒に子どもを育てようと
する協力体制がある

家庭へのお知らせ
情報伝達が分かりやすい

スクールでの子どもの様子を
もっと知りたい

Kinder+ の「Shool Life」  「Movies」
ページの更新頻度・ボリュームをこれまで
以上にアップし、成長の様子をお伝え
できるよう努めています。

強く
そう思う

あまりそう思わない

そう思う

25％

58％

14％

11％

やや不満 16％

31％

満足

36％

Q. グラッドクラブを
選んだ理由

21％

18％

22％

28％

22％

約 8 割が協力体 制がある
と感じている

約 4 割が分かりにくい
と感じている

必要な情報に着目しやすいよう
全学年分の情報表示から
在籍クラスに関する情報のみの表示にする
など Kinder＋ の改修を進めています。

保護者専用ポータルサイト
「Kinder+」の情報が分かりづらい

環境衛生 満足度

コロナによる休園明けより、Kinder+ に
「Feedback」ページを設置しました。
その日にクラスで取り組んだ内容を
ご紹介しています。
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ランチ改善希望
おやつ改善希望

不満

Q.
英語力向上のために
もっとも時間を当てている
と思う取り組み

将来のため

旅行
趣味

英語圏に
住むため

留学やレベルの
高い学校を

　　目指すため

学習は好きではないが
友人や先生に会えることが
楽しみでグラッドクラブに通っている

学習に対し主体的ではないため
親の働きかけが必要

学習目的を明確に持ち
楽しんでグラッドクラブに通っている55
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興味・意欲 TOP 3

英語学習の目的は？
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Grad Club Feature 
     Story

グラッドクラブ事業部 部長　アンディー・アッシャー

保護者の皆さま、アンケートへのご協力と
貴重なご意見・ご要望をお寄せいただきありがとうございます。
私たちは、グラッドメンバーが積極的に参加したいと思うような
楽しいプログラムを開発し、常に最高の英語教育を提供することを
目標にしております。皆さまからのお声を大切に、カリキュラムや
イベントの改善に活かしてまいります。

Service

クラスの英語レベル

カリキュラム内容
そのほかの理由

キンダーの友人に会える
キンダーからの
進級に便利
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Interview

TokyoTokyo
東京本校マネージャー

岩澤 英子

School

東京都大田区東嶺町41-20

HP Facebook

めてご来園された方をご案内すると、必ずと
言ってよいほど「こんなにも広かったんです

ね！」と驚かれます。みんながのびのびと自由に活動
できる環境を有し、子どもたちの可能性を開花させら
れる教育環境の整備・充実に努めています。
幼児期の成長において、自然を身近に感じながら生活
することはとても大きな意味があることを皆さまもよく
ご存じかと思います。東京本校も、都心に暮らしている
子どもたちだからこそ、自然のスケールや美しさ、新たな
発見を一年の季節を通して日常的にふれ、感性豊かに
育ってほしいという思いで、野外アクティビティもたくさん
用意しています。
また、この夏に完成した園舎のリニューアルによって、
園庭も新しく生まれ変わりました。自然に囲まれて、
水の中をじゃぶじゃぶ歩き、泥んこになって夢中で遊べる
場所が以前にも増して広がり、学年に応じた楽しみ方が
できる外遊びが拡大します。泥遊びに池遊び、いき
もの・植物観察、アスレチックといった

初

東 京 本 校 １０ 周 年
園 舎 リ ニ ュ ー ア ル

Spotlight
Staff

Renewal ！

当園は、国内外全 25 校の施設
維持管理において長期的な計画
を立てる中、つねに子どもたちの
目線に立ち、必要な設備・環境
を整える努力を続けています。 

たくさんの思い出がきざまれてきた園舎。これからも大切に使い続け
ていくため、よりよい環境づくりのために、大きな改修をしました。
フローリングを張り替え、クラスルームもカラフルに彩られ、保護者さま
から、「前より室内が明るく感じる」「新しくなって、気持ちがいい！」な
ど好評をいただいています。大きな窓の向こうには豊かな緑。さまざま
な樹木が生えそろう園庭の奥には滝が作られました。滝水は、明るく
広い水路を通り、大きな池へたどりつきます。
自然といっしょに、子どもたちがのびのびと成長していきますように。

活動を、先生やお友だちとともにすることで、実体験を
持って教養と英語力を身につけていくことができます。
園庭から戻った子どもたちは、しっかりと汗をかき、
勲章の擦り傷つきで誇らしげに「I'm strong!」と言い
ます。小さな頃から見守ってきた子どもたちですから、
たくましく成長するそんな姿に感動を覚えます。
デイケアもレッスンも、全ての時間をいかに充実した
ものにできるかを念頭におきながら、各々、仕事に取り
組んでいます。スタッフ一人ひとりが課題意識を持ち、
知恵を出し合いながら縦横の柔軟な連携によって
園活動を主導しています。昨日の繰り返しではなく､
今日できる最高の保育と教育を子どもたちに届け
たいと思っています｡
スタッフが日々心掛けていることは、子どもたちの
小さな異変に気づくことや、保護者さまにどのような
ご相談もしていただける、頼ってもらえる働き方をする
ことです。私たちは、子どもたちの純粋で真っすぐな
気持ちに毎日元気づけられたり、未曾有の事態に
保護者さまにサポートしていただいたりと、皆さまに
励まされながらやってくることができました。
　　互いの信頼の積み重ねの上にある11 年目。
　　　　人と人のつながりが感じられる温かな　　
　　　　　環境の中で、一人ひとりの未来を
　　　　　　みつめ、次の保育・教育を
　　　　　　　目指してまいります。

#Classroom #Playground

#Waterfall #Garden

#Pond

1 0 周 年 を 機 に
園 舎 を 一 斉 改 修 し ま し た ︕
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キンダーでの教育が 
今でも息子の成長の支えに。

スタート地点はキンダーキッズ。卒園後、自らの力で

切り開いたフィールドで、奮闘している卒園生をご紹介します。

My
Stepping
Stone

初対面の人にも臆することなく話しかけられ、
相手の話を聞いて、会話をつなげられる
コミュ力が僕の強みです。

英検 1級に合格。
全国有数の私立中学に入学し
部活で科学研究にチャレンジ！

子どもが中学生になった今、キンダーキッズと
グラッドクラブで学び、経験してきたことが彼の
成長の支えになっていることをしばしば実感します。
一つは、英語学習のみならず、世界の国々、自然
や芸術、科学など、早い時期から見聞を広げて
もらえたこと。また、Show ＆ Tell のレッスンで繰り
返し取り組んできたことは、周囲との人間関係を
築く基盤になっているようで、人のお話を聞き、
自身の考えや意見を伝えることが自然とできる
ようになっています。
公立小学校に進学し、中学の受験勉強に専念する
まではグラッドクラブで英語学習を続けました。
こちらも英語だけでなく、思考力や理解力を深めて
いけるよう工夫された授業が、ますます彼の成長を
促したと思います。大人の価値観で決めてしまっ
たり、画一的な指導だったり、そうすることのない
教育環境を選び、子どもが持つ無限の可能性を
信じてきました。子どもの意思を尊重し、成長を
肌で感じながら子育てを楽しんでいます。

強みに感じていること

日本語で見聞きするのと同様に、英語圏
の情報も海外の科学雑誌・ドラマなどから
難なくインプットできます。英語の成績は
いつも上位です。英語ができることは、
各教科の勉強や好きな研究といった学業
に取り組む上で、かなりのアドバンテージ
になっています。

自身の英語力について

最近は、乗り物に関わる仕事に興味を
持っています。ですが、これから世の中で
必要とされることや、職業としての将来性
も考えたいので、まだまだ模索中です。僕
は理科が好きで、科学を追究しさまざまな
偉業を残したアルベルト・アインシュタイン
を尊敬しています。

将来の夢

アフタークラス （G1～3）
サタデークラス （G1～4）
サマーキャンプ、クリスマスパーティー
キンダーキッズ 発表会の司会アナウンス係
など

Grad Clubでの活動歴

学校で科学部に所属し、複数あるグループ
のうち一つの班長をしています。研究や勉強
だけでなく、文化祭や学校見学会などで「科学
実験教室」を開き、みなさんに科学の面白さや
驚きを楽しんでもらえるような実験を披露する
活動も行っています。
もっともっと知識を深めて研究をし、僕は、
世界の環境に悪い影響を及ぼしている発電
によるエネルギー問題の改善に貢献したい
と思っています。研究が前進するとワクワクし
ます。部活が楽しく、この学校に入れてとても
良かったと思います。

熱中していること

キンダーキッズの SNS にさりげなくポストされて
いた一通のメッセージ。それは、卒園生のお母さま
からでした。
お子さまが英検1級に合格され、在園当時の学び
が今、さまざまな成長につながっていることを実感
されていると、親心あふれるお言葉で綴られてい
ました。私たちにとって、何よりも嬉しい卒園生の
近況報告。お母さまとメールでやりとりをしている
モニター越しから「キンダーキッズに通わせて
よかった」というありがたいお気持ちが伝わって
まいりました。そこで、今回インタビューを！
お話を聞けば、お子さま（Tくん）の通う私立中学校
ではちょうど学園祭の真っ最中。学内団体の
代表＆アンバサダーを務めるTくんは、オンライン
学園祭のYouTubeチャンネルに登場していました。
同校は、関西圏で最難関と言われている進学校。
入学を目指す小学生に向け、「4・5年生の間に
自分に合った勉強習慣を見つけていきましょう」
と呼びかけ、凛とした自分らしさを内包した頼もしい
姿がありました。
インタビューでは、彼らしい等身大の言葉が印象
的で、得難いバイリンガルの資質を感じました。
この世の中を冷静に見つめ、よりよい社会のために
役立ちたいという思いが芽生え始めているようで
す。

2

中学校の科学部にて

Tくんのお母さまよりキンダークラスにて

グラッドクラブ
サマーキャンプにて

奈良県内
私立中学校
2年生

八尾校

卒園生 T.Fくん
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みんなに大人気のフォニックスキャラクターで作る、4コマ漫画の世界。
親子で楽しみましょう！ 今回は、優しい心をもつハゲタカの男の子、バキュー
ミング・バルチャーくんが初登場。シンキング・スネイクちゃんと仲良く遊んで
いるそばで、何やらもくろみ、せっせと作業にいそしむ者たちがいます…。
下の 4つのセリフから選んで漫画を完成させてね。

Acorns︓どんぐり

4 コマ マンガをつくろう

セリフはめこみ例は裏表紙へ

2

4

Vacuuming Vulture

Singing Snake

By PHONICS GARDEN

“Oh, Look! Acorns!”

“Haha! See you!”

“Huh?”

“Letʼ s collect them all!”

1

3

10月末、グラッドクラブ主催
「English Speech Contest」が東京・大阪の

2会場で開かれ、50 名の児童が
ステージに立ち、熱弁をふるいました。
ウイルス感染拡大防止対策のため
舞台・観客席のケアや諸々の制限が
ある中、皆さまのご理解とご協力により
今年も無事に終えることができました。

スピーチは、指定課題から選んだ文章、お気
に入りの物語の一節などが発表されました。
長文を覚えるだけでも大変なことですが
自分らしい表現に落とし込み、それぞれ
練習してきた成果を発揮しました。
お友だちの素晴らしいスピーチに
刺激を受け、学び合える貴重な機会。

また来年、ここで多くのグラッドメンバーに
会えることを楽しみにしています！

関東会場

 今年で
関東は5回目
関西は9回目！
 無事に開催
 できました★ 

by Grad Club

関西会場
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