未 来をひらく 思 いをつ たえる

P.10

4 コマ マンガをつくろう
セリフはめこみ例
1 . Hello!
2 . Hello, Busy Bee !
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3 . Oh, she ʼ s busy...
4 . Let ʼ s see why she ʼ s busy!

Glass

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。

・最近気になっていること
etc…

皆さまからのご意見・ご要望を
お待ちしています！
「Hiraku」編集部
TEL：06-6135-0150
Mail： hiraku@kinderkids.ed.jp

2021 年 3 月発行 Vol.14

次回 5 月末
発行予定

株式会社キンダーキッズ
TEL：06-6135-0150
〶 530-0033 大阪市北区池田町 3-1
ぷらら天満ビル 2F

www.kinderkids.com

Stained

・取り上げてほしい話題
・新しいコンテンツ

Art

5 . We can help!

そのネット、
スマホの使い方、大丈夫？
Staﬀ Spotlight

世界をまたにかけるキッズたち
新年度のメッセージ

KINDER KIDS 作品コンクール

4コマ マンガをつくろう
日本の心と、英語の力。Kinder Kids inc.

そのネット、
スマホの使い方、大丈夫？

Feature
Story

生活や学習において
子どもと情報機器の

関係はますます密接に
なってきています。
目先の楽しさや、数多の情報に
振り回されることなく
有効に使いこなせる力を
子どもたちにー。

スマホと学力

近年、脳科学者らによる研究によって、スマホ使用時間と学力に相関関係があることが明らか
になりました。右下図で分かるように、スマホ使用時間が長ければ長いほど平均点が
下がっていることや、
「2 時間以上勉強していながらスマホを 4 時間以上使っている子ども」
の平均点 A が「30 分未満しか勉強し
勉強時間

ていないがスマホを使わない子ども」の

2 時間以上

点 B よりも低いといった結果がでており、
スマホ使 用 時 間はどんなに長くても、

情報化社会で生きていくために、ご家庭で情報リテラシーを
高め、子どもの成長に合わせて適切にサポートしていくこと

偽サイトでないか、サイトページ内の
“About Us（運営会社について）” を
確認する
お子さまがインターネットを使用する
時は フィルタリング を設定する
成長に応じて少しずつ、閲覧できる範囲を広げて
いきましょう
1

50

との付き合い方を考えていきましょう。

45

1

4時間以上

＊ ブラウザの URL 表示欄で確認できます

ｈ
ｔ
ｔpよりも安全な通信規格で、被害リスクが減らせます

A

55

られるよう、今のうちからご家庭で、
スマホ

「学習意欲の科学的研究に関するプロジェクト」
東北大学・仙台市教育委員会
仙台市標準学力検査 仙台市生活・学習状況調査における
小５〜中３の詳細な分析結果から

B

3～4時間

URL の先頭が https であることを確認する

60

2～3時間

ネットの安全な使い方

65

1～2時間

学力に与える影響についてご紹介します。

守り、有益に使いこなせる力を身につけ

70

時間未満

するための基本ポイントと、スマートフォンの存在が子どもの

アプリなどもあるため、じぶんで節度を

30 分未満

75

全くしない

が、今の時代は必要です。
今回は、インターネットを安全に利用

ています。
スマホには、学習に役立つ教材

平 均 点︵ 数 学 ︶

Children & Netsafety

1 日１時間以内 にすることを強く勧められ

30 分 ～ 2 時間

80

スマホ使用時間

家族でルールをつくろう︕
子どもは、周りの大人を見て育ちます。
インターネットにのめりこみ
過ぎないよう、家族みんなで気をつけましょう。
お子さまにスマホ
を与えた状態で独りぼっちにしたり、 スマホ子守り に頼り過
ぎたりせず、どのような画面を見ているか、誤操作で別のサイ
トやアプリにアクセスしていないかを把握し、コミュニケーショ
ンをとりながら、親子でいっしょに楽しむようにしましょう。
スマホの使用時間を決める

1日

スマホの使用場所を決める

場所

時間まで

保育課 課長 髙瀨 宏子

夜は

時まで
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Staff

Interview

Dojima
Yao

Spotlight

School

今 号は、新ブランドのスクール

Interview

Tennoji Yuhigaoka

堂島校マネージャー
岩崎 真由美

School

天王寺夕陽丘校マネージャー
髙橋 真樹子

demy
Aca wly Open!

“キンダーキッズ インターナショナル

Ne

アカデミー” の 2 校です

開

新

校して 1 年。
大阪市内で、同時オープンとなった
天王寺夕陽丘校とともに奔走し続けた初年

しいこと尽くめとなった開校の年。
スタッフメン
バーには新しい顔ぶれもあり、一足飛びに

チーム一丸とまではなりませんが、突然のコロナ禍に

度で、開校準備のスタートから、新ブランドのサービス

をどのような形で実現させるか、
スタンダードの殆どを

見舞われても柔軟に立ち回り、今が頑張り時！と前向き

見直しました。
キンダーキッズの精鋭スタッフの知恵

に取り組むスタッフたちの姿に、とても心強く感じて

やアイデアを総動員し、ゼロからすべて、じぶんたちの

いました。

手でつくってこられ、多くのスタッフのこだわりと愛情

何と言っても、当園はキンダーキッズ最大級。晴れて

がスクールに詰まっています。

オープンした園には、プレイランド・シアタールーム・

メンバーはみんな士気高く、どんな時もポジティブで
楽しくフレンドリー。
ピンチなときも、誰かが困っている
ときも、役割・担当関係なく、自分にできることを考え、
お互いに助け協力し合う光景が当たり前の日常に
なっています。
このチームワークと思いやり精神が、
子どもたち一人ひとりを丁寧に見守れる環境を創出
し、
きめ細かい保育につながっていると感じています。
開校以降も、子ども一人ひとりの可能性を最大限に
引き出せる保育・教育を目指し、工夫を重ねてきました。
その大きな取り組みの一つには、教科担任制のレッ
スンスタイルが挙げられます。先生がもっている専門
性や特技、秀でたセンスを遺憾なくレッスンに注いで

子どもたちは目を輝かせてお絵描きを始めます。
何ごとにも積極的に挑戦できる子どもたち。
スタッフは、
そんな子どもたちに負けないくらいアグレッシブです！

体育館まであります。
毎日の保育で、この充実した設備
をフル活用。園内のいたるところから子どもたちや
先生の笑い声と英会話が響いています。

シゴトのやりがい

マネージャーとしては、
できる限り活動の様子をよく見て

恥ずかしがりだった子がたくさん話すようになった！
トイレが初めて成功した！初めて英語を話した！と、
できるようになった瞬間に立ち会え、成長を感じ、
その喜びを保護者さまと共有できるひととき。
HP

ライブラリー・厨房・ダイニングスペース、
そしてグラッ
ドクラブのお友だちもダイナミックに運動ができる広い

Facebook

回るようにしています。 この活動によって、子どもた
ちが○○を学び、△△につながっていく という成長
の狙いを保護者の皆さまに分かりやすく説明すること
も大切な役割だからです。同時に、先生たちが子ども
たちのことをよく見て、
よく考えていることを保護者さま
に伝えることも大切にしています。

もらい、特色あるレッスンを展開するためです。
例えば、

幼少期に異文化に触れるということは、単に言語を

絵を描くことに苦手意識のある先生がアートのレッス

身につけるだけでなく、学びにおいて、
さまざまな意味

ンをするより、絵が大好きで得意な先生がすれば、

合いが含まれています。

授業内容の奥行は深いものになります。先生が窓
いっぱいに次々と絵を描いていくと、
それに触発され、

大阪市福島区福島1-1-51
堂島クロスウォーク 1F

キンダーキッズには、子どもたちがもつ原石をキラキラ
と輝かせることができるメソッドや、それを実践できる
先生たちがいます。
子どもたちも保護者の皆さまも、そして先生たちも、
登園したら笑顔になれる、そんなスクールでありたい
と思っています。

シゴトのやりがい
子どもたちの成長をそばで見守れることです。
おむつをつけ、
よちよち歩きしていた子どもが、年下の
お友だちに絵本を読んであげるようになり、進学後は
グラッドクラブで学校の様子を教えてくれるように。
また、
その弟や妹がキンダーキッズに入園されると
親戚の一員のような気持ちになってきます。じぶんの
子どもたち がどんどん増えていき、
ファミリーツリーが
大きくなっていくようで、充実感がとても大きいです。
HP
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Facebook

大阪市天王寺区烏ヶ辻1丁目
2-22
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日本を発つまでもうすぐ！
楽しみな、シンガポール生活に
向けて中国語を習う
S ちゃん

Interview

世界をまたにかける
キッズたち

3

今回は、昨年にキンダーキッズを卒園された S.N ちゃんの
ご家族にお話を伺いました。

er Kids
Kind

S ちゃんのお父さまは、
シンガポールで単身赴任中でした。
ご家族が
離れて生活をする中、
コロナ禍によって 2 国間を行き来しづらく
なってしまったことが一つのきっかけとなり、
この 4 月から
お父さまが暮らすシンガポールへ、移住されることになりました。
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ー これからのシンガポール生活で望んでいることはありますか？
家族で一緒に過ごす時間の大切さを考え、仕事の赴任先であるシンガポールにて、家族
みんなで暮らすことにしました。
この経験が、子どもの語学学習においても良い機会になればと思っています。人前で表現
することを恥ずかしがり、意見を言うのも控えめな子どもでしたが、さまざまな経験との
出合いによって、少しずつ自信がついてきたようで、初めてのことも、前向きに取り組める
強さが備わってきたように思います。今回も海外に飛び出すことで、新しい世界を子どもと
一緒に楽しみ、挑戦できるチャンスを子どもに与えていきたいです。
ー シンガポール生活に向け、S ちゃんが習っている中国語レッスンについて
教えてください。
家族がシンガポールで仕事をしていることから、子どもも中国語に興味を持ち始め、習い
出しました。
シンガポールでは、英語と同じくらい中国語も使われているので、現地へ行って
中国語を話してみたい と、
とても意欲的に勉強しています。
レッスンは英語で中国語を学ぶスタイルで、本人の意思でマンツーマンコースを選び、受講
しています。
英語力を維持しつつ、英語と中国語の表現方法の結びつきを感じながら学ぶ
ことができ、密度の濃い語学学習になっていると思います。
幼少期から、2 つの言語に触れ
てきたためか、中国語の習得も早いそうです。

ー どのような大人に育ってほしいと思いますか？
キンダーキッズの国際色豊かな先生方に英語を習い、
また特色あるカリキュラムによって、
グローバルコミュニケーションの基盤が養われてきたと思います。
そして受験対策クラスでも、
きめの細かい熱心な指導で、礼儀やマナー、知育面をしっかりと育んでいただきました。
これからも、あらゆる国の方々とコミュニケーションできる力を伸ばし、日本人らしい文化や
心を大切にしながら、相手に思いやりを持って接することができる人に育ってほしいです。
ー 現在は学校の授業のほかに、英語学習をどのように続けていますか？
グラッドクラブに週 3 回と、英語で学ぶ中国語レッスンに週１回、通っています。習いごと
でも趣味でも、一度やると決めたことはじぶんに甘えず取り組んでいるので、
そんな姿を見て
成長を感じています。
ふだんから洋楽を聞いたり、洋本を読んだりしています。今は日本のアニメにハマっている
ようでよく見ていますが、それでも英語が出てこなくなることはなく、そばで英語が始まる
と、自然と英語のスイッチも入ります。
キンダーキッズに通った日々があったからこそだと
思っています。

娘は、
ナーサリークラスからキンダーキッズに入園しました。
素晴らしいカリキュラム
で、
幼稚園で学ばせたいことを余すことなくご指導いただきとても満足しています。
進学先の小学校には、
キンダーキッズ時代からのお友だちもいて、
娘だけでなく、
キンダーキッズの卒園生は群を抜いて英語が良くできると先生から聞き、
改めて
5

キンダーキッズに通わせて良かったと感じているこの頃です。

シンガポール生活は 1 年間の予定だそう。現地の学校選びでは、
カリキュ
ラム内容と施設環境をよく吟味し、お子さまがシンガポールの暮らしに慣れ
ていなくても、
のびのびと楽しめそうな学校を探されたそうです。
小学 2 年生で初めて体験する海外留学。
多民俗が集まり、さまざまな魅力
が融合したこの国で、
きっと素晴らしい体験が待っていることでしょう！
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作品コンクール



審査基準
文章から子どもの素直な心が感じ取れる
経験を通して感じたことが表現できている
書いた子どもに会ってみたくなる

「SAE きらら作品コンクール 2020」応募作品から、キンダーキッズが
選ぶ「かがやき賞」
と
「はばたき賞」
が決定いたしました。
ここでは、完成度が高く、最も輝いていた
「かがやき賞」の 5 作品を
ご紹介します。
子どもならではの視点で、
じぶんの気持ちを素直に表した日記文に、
ダイナミックに描かれたワンシーン。日々の営みの中で、それぞれの
個性を伸ばし、豊かな心が育まれていることを感じます。
「SAE きらら作品コンクール」
（東京こども教育センター教室主催）は
2020 年で終了するため、来年は、キンダーキッズ主催の作品コン

受験・学習課 上席主任
篠田 久美子

クールを計画中です！

掲載作品の並び順

ほ

は

い

に

ろ

い Y.O ちゃん・堺校・K3
ろ S.S くん・西宮校・K3
は Y.M くん・神戸シーサイド校・K3
に T.K くん・横浜校・K3
ほ Y.W ちゃん・名古屋校・K3
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4 コマ マンガをつくろう

Busy Bee

New school term’s Message

By PHONICS GARDEN

フォニックスの個性豊かな仲間たちの魅力が詰まった 4 コママンガ。
今回は、
働き者のビジー・ビーちゃんと、
大らかな性格のヨーニング・ヤクくん、
そして、
よく気の利くエレガント・エレファントちゃんのお話です。
下の 5 つのセリフから選んで 4 コマ漫画を完成させよう！

1

Yawning Yak

Busy︓いそがしい

2

Elegant Elephant

1

キンダーキッズ 園長 ウェイン・キム

コロナ禍にあった２０２０年。私たちにとって、

でしょう。開校を予定していたシンガポール

とても大変な一年となりました。

校は、新型コロナウイルスの影響により、

キンダーキッズでは、目まぐるしい変化に順応

残念ながら実現にいたりませんでした。
です

していくすべを日々模索しながら、教育の質

が、キンダーキッズはこれからも、新時代の

の向上にも取り組んでまいりました。

教育課題に取り組み、世界中の子どもたち

2021 年４月からは、ベイビーオンライン

との出会いを求め、新スクールの開校、より

コースを開講し、そのほかにも、新しい時代

良いスクールづくりを目指してまいります。

の英語教育に対応した楽しいプログラムを

Ｋ３クラスの皆さんは、４月からいよいよ小学

たくさん準備しています。

生。初めての小学校、新しいお友だち、期待

まだまだ先行きが不透明な状況ではあり

と想像に胸を膨らませながら、
ドキドキ・ワク

ますが、いつかまた、安全に、
そして自由に、

ワクしていることでしょう。小学校へ行っても

子どもたちが世界へ羽ばたける日が訪れる

これまで通り、キンダーキッズのお友だちと

ことを心より願っています。

連絡を取り合い、またいつでもキンダーキッ

カナダ校やハワイ校の園児たちも、日本から

ズに遊びに来てください！

2

3
4

5

来るお友だちを心待ちにしてくれていること

“Hello!”

4

“Letʼ s see why sheʼ s busy!”

“Oh, sheʼ s busy...”
9

3

“We can help!”

“Hello, Busy Bee!”

セリフはめこみ例は裏表紙へ
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