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 . Thatʼ s the end of the Tanabata story
2 . Iʼ m going to make a space ship to see the Milky Way!

16

3 . He fell asleep and slept until morning...

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
・取り上げてほしい話題
・新しいコンテンツ

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 7 月発行 Vol.16

次回 9 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

キンダーキッズの日本語学習
英検合格者 File 005
英語とわたしのミライ 3

ひと ＆ カルチャー
知ってた？ 今どきの英検「S-CBT」

スクール リニューアル

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

Feature
Story

キンダーキッズの日本語学習
K1 クラス
（年少）
から受講できる日本語学習クラスでは、英語で
の園生活に慣れた子どもたちがスムーズに小学校生活に移行

家庭でのサポート︓ 書 く こ と

できるようサポートしています。今では、全スクールで 1000 人を

家族や子どもの思い出を動画で残すのも携帯電話

超える子どもたちが受講しています。

でできる便利な時代ですが、絵や文字で残すと一つ

今年度より K1 クラスは朝の時間帯に変更しました。
お家の人に

の作品になります。文字は書き順や字形が気になる

送られてそのまま日本語で「おはようございます」
とあいさつをして

ものですが、
どの文字も今しか書けない味わいのある

授業を始めています。
これはまだ幼い年齢の子どもたちが普段

芸術です。
ぜひ、親子で普段の生活やお出かけした

から日本語で話しているお家の人と離れる寂しさを軽減しつつ

思い出を作品にしてみませんか？

頭の働きが活発な朝の時間に効率よく日本語を学んで英語脳
への切り替えをスムーズに行うために導入しました。
キンダー
キッズは英語だけではなく日本語においても「読み・書き・計算」

受験・学習課 課長代理
篠田 久美子

を独自の年齢別カリキュラムで行っています。
また文化や集団生活

キンダーキッズ︓ 作 品 コ ン ク ー ル

についても、詩、俳句、絵本などを通して学んでいます。

これまで参加してきた「SAE きらら作品コンクール」が終了となる報告を受け、キンダーキッズ
で独自の作品コンクールを実施致します。

家庭 で の サ ポ ー ト ︓ 読み聞かせ

詳しい応募要項については Kinder+ の課外授業にてご確認ください。

お気に入りの本を増やす時期を過ぎるキンダークラス進級後は
色々な本を読んであげてください。Input したら Output する読書から
得られた情報を考える事で読解力を伸ばす事が出来ます。
たとえ
自分で本が読めるようになっても読み聞かせをしてあげてください。
つぶやき

自分で読むのも大事ですが、耳から入る物語は想像力が掻き立て
られて楽しいものです。
また読み聞かせにはママ・パパのストレス
緩和の効果もあるそうです。
ぜひ、親子で読み聞かせを楽しんで
1

ください。

Gakushu

人分の思いなんだ

2

﹁妹の言葉﹂

ください。

4

歳の息子は︑妹の言葉をよく私に教えてくれます︒

一字一句が聞こえてくる物語の展開に安心しているのかもしれま
せん。記憶力が育ったことをほめて自己肯定感を高めてあげて

10

ヵ月の妹がいる

です。
同じ本ばかりでいいのか疑問に思うかもしれませんが、覚えた

妹が泣いていても︑すぐに掛け付けれなかったら

大好きです。
きっと、パパやママにもお気に入りの 1 冊があったはず

﹁ママ︑〇〇が︑泣いてんで︒﹂﹁ママに抱っこして欲しいって言うてるで︒﹂

ラーの頃は、多読よりお気に入りの 1 冊の繰り返し読みが子どもは

と︑教えてくれます︒

この文語力を養うには、絵本は最高の教材です。
ナーサリーやトド

私が︑﹁何で△△は︑〇〇の言う事が分かるん︖﹂と︑聞くと

3

人で抱っこし合いました︒

「文語」
で書かれています。

妹の言葉の代弁は︑息子の気持ちが半分入った子供たち

ければ成り立ちません。
特に学校で使う教科書は、
主語と述語のある

﹁だって︑ぼくも淋しくて抱っこして欲しいねん︒﹂と︑答えました︒

と感じ︑

絵日記

母国語は「口語＝話し言葉」
と「文語＝書き言葉」の両方を獲得しな

2

ひと ＆ カルチャー

キンダーキッズのスタッフの出身国は、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、

中 国 …と、さまざま。世 界 の 人と文 化 に 出 会うキンダーキッズワールドの 旅 へ！

003 Stephen Gillespie

004

イギリス・スコットランド出身

これから目が離せない

統括本部 オンライン・カリキュラム部

Ben Harvey
オーストラリア・シドニー出身

統括本部 オンライン・カリキュラム部

Baby Online
教室の先生から転身し
子どもたちに夢を届ける架空の

武道をとおして海外へ

何者かになる！？

18歳から格闘技を始め、その魅力には

e
Baby Onlin

まって約15年。柔術、空手、柔道、
キックボ
クシング、
ムエタイ、ボクシング、
レスリング
と、
あらゆる格闘技を習得してきました。
アマチュアからプロの大会にも参戦するよう
になり、勝利を求めてアジア中を旅したこと
も。今では、
ブラジリアン柔術は、
インスト
ラクターをこなせる茶帯を取得。空手は、
実際にコーチをすることもあります。

わたしのお国自慢

日本での豊かな日常

動画をチェック！

先生はアクターだった！？
シドニーの高校を卒業後、興味のあった演技の

私が住んでいた地域は、雨が比較的多く、季節は、
日本でいう梅雨と冬の2つ。四季折々の楽しみがある

道に進むため、舞台芸術を学ぶ大学に通いまし

日本の暮らしは、私にとって、特別にありがたく思えま

た。学生生活を送りながら、テレビに出演したり、

スコットランドと言えば、ウイスキー、
ソー

す。春は桜景色、夏は海、秋は涼しくて快適な日々、

シドニー・オペラハウスやシドニーの劇場で活動

セージのハギス、楽器のバグパイプ、伝統

冬には山の自然を満喫しています。

したり、出演作ごとに演技力や表現力を磨く勉強
をしていました。

衣装のキルトがあまりにも有名ですが、

楽しみはいろいろとありますが、仕事終わりの週末、

それ以上に私は、
スコットランド人の祖先

料理をして食べるのが至福のひとときです。私の

世界的に有名なシドニー・オペラハウスで、3つ

に、私たちの暮らしに影響を与えた偉人

生まれ育った街には、
イタリア、
中華、
インド、
日本料理

のプロダクションに参加できたのは、
とても幸運

がたくさんいることを誇りに思います。
テレ

と国際色豊かな味が集まっていました。私のソウル

ビ、電気トースター、冷蔵庫、水洗トイレ…

フードも、
じつはイタリア料理のボロネーゼ。子ども

これらの発明にゆかりのある国なのです。

のころ、学校で褒められたり、兄弟たちと仲良く

科学的な発見と同様に、食や音楽、詩と

できたりした週末、母が

いった文化も、私たちの生活を潤わせてく
れる大切なもの。
その感動や喜びの瞬間
はすべて、私たちの生きる活力になります。
例えば、
ハロウィン。毎年楽しみにしている
子どもも多く、世界各国で親しまれている
イベントです。元をたどれば、
スコットランド
の民族行事「All Hallows Eve」が起源で
あると言われています。
格闘技にしても、文化にしても、私をとりまく
世界はいつも、
さまざまな国とつながって
3

Ben 先生は、独創的な感性を
活かして園内のガーデニングも！

います。

ご褒 美に作ってくれまし
た。当時のことを思い出し
ます。

美しい自然への造詣
時間さえあれば海で過ごしたいと思うほど、
昔から、
キラキラとたゆたう水が好きで、海の

なことでした！

こんな国で育ちました

生きものにも魅了されてきました。一時は、
シドニーからケアンズに移り住み、世界中
のダイバーが集まる聖地「グレート・バリア・

イギリスで生まれ、5歳のときにオーストラリアへ。
シドニー・オペラハウスやハーバーブリッジなど、

リーフ」の海に毎週のように潜り、

ランドマークが点在する洗練された街で育ちまし

水中撮影に勤しんでいました。

た。思い出深いのは、年に一度、全豪から人々が

oduce untry !
Intr
co
my

日本に来て、沖縄や宮古島

集まってくる巨大なお祭り「ロイヤルイースター

にも訪れました。オースト

ショー」です。
ユニークなパフォーマンスなどイベント

ラリアのような美しいビーチあり、日本

が盛りだくさん。多くの感動と興奮がよみがえり

らしい文化ありの理想的な場所です。

ます。大学時代はそんな都会を離れ、野生のカン

また、日本人の自然観から生まれた

ガルーが歩き回るビーチや緑に囲まれた静かな

芸術や建築物は、
とても興味深いです。

街、
セントラルコーストで暮らしました。

4

Successful
Examinee

英検合格者

File005

H.H

Entr ant

受験年月
所属スクール

受験年月
受験時のクラス

東京本校

受験年月

2021年3月（2020 年度

合格級
受験年月

準 2 級（S-CBT 受験）

知って

た？

くん

K3

今どき 英 検
の

第 3 回）

一日で試験完了
英検 S-CBT は、一次・二次試験に分かれず、1 日で 4 技能を測定。

試験実施日たくさん

問題文の意味を分かるためにがんばったこと

家族のサポート

ふだんから、疑問に思ったことはお家で調べ、
キンダーキッズのテキストを引っ張り出して
もう一度確認したり、本やネットにある写真を
見ながら、お母さんに分かりやすく説明して
もらったりしていた。家族の時間でも、世の
中のニュースについてお話ししていた。

S-CBT 受験のため、パソコン操作や解答方法、
漢字記名を教えた。勉強前には息子のしたいことを
させたり、得意な問題から取りかかれるように
したりと、前向きな気持ちで勉強に取り組めるよう
サポートした。小さな進歩を見逃さず褒めること、
見守るべき場面、助言が必要な場面を意識した。

ライティング

勉強法

トピックは、書きやすいテーマをいくつか決めておいた。英文のテンプレートを覚え、その文の
構造にあててオリジナル文を書く練習をした。書きながら文字数が把握できるよう、一行の
文字数を揃えて書く練習をした。文字数オーバーや足りなかったときに、最初から書き直すことの
ないよう、文の削り方や説明を詳しく書いて文を膨らます方法をお母さんと考え、決めておいた。

勉強法

大問やライティングの過去問題を解く
中で初めて出合った単語をその場で
一つひとつ意味を確認し、習得した。

キンダーキッズで学ぶ環境問題や自然、科学も英検の
ためになります。毎日の学習を信じて、自分で立てた
目標に向かって行けば、必ずいいことがあると思います！

Kinde r Kids

Our overall results

4 級合格率

2021年1月 （2020 年度

85 ％

第 3 回）

受験年月
対象クラス
3 級合格率

K3

9 4％

英検3級は中学校中級〜卒業程度レベル
5

英検 S-CBT は、原則、毎週土日に試験を実施。
これまでの英検より試験日が多く
都合に合わせて、いつでも受験日が選べます。

eekly
W

アンケートモニター提供元：ゼネラルリサーチ 調査期間：2019 年 2 月 22 日〜 25 日 調査方法：インターネット調査
調査概要：プリスクール
（英語保育園）10 社を対象にしたサイト比較イメージ調査 調査対象：全国 20 代〜 50 代の親 1048 名

SUN.

SAT.

＊級や地域により毎週実施でない場合があります。詳しくは、
「英検 S-CBT」
サイトへ。

パソコンで受験
or

英検 S-CBT は
モニターに問題が表示され
パソコン操作で解答
します。

スピーキング

リスニング

リーディング

ライティング

マイクに発話

マウス操作

マウス操作

用紙に書くか
キーボード操作か選べる

お友だちへのアドバイス

＊準会場（園内）受験者合否結果データより

受験年月
受験日

がいます。利便性がアップしたこの英検試験の特徴
と、受験者ご家族の感想をぜひご参考ください。

3 級・準 2 級・2 級・準 1 級 対象

スピーキングも、リスニングもリーディングも
キンダーキッズで日々身につけてきた英語力で対応でき、
ライティングのみ集中的にがんばってクリアできたこと。

語

キンダーキッズにも、S-CBT受験し合格したお友だち

英 検 S-CBT のポイント

キンダーキッズのココが良かった︕

単

IT活用が進む時代。英検でも、パソコンで受験する
「英検S-CBT」が導入され、2年が経ちました。
そして

キンダー生が一人でパソコン受験って大丈夫？
体験談

東京本校 H.Hくんのお母さまに聞きました

パソコン操作では、
何か
英検S-CBTは、小さな子どもが受験する どうするかを決め、
ことを想定した環境やサポート態勢が

気になっても関係のないところは触らない

あるわけではありません。ほかの受験者

…など、息子によく言い聞かせました。

に交じり、同じフロアで行います。息子は この頃、小学受験で第1希望校に合格し
園の集団生活で、自由気ままに行動する てさらにやる気に。約束を理解し、守ると

★

英検S-CBT
体験版を
やってみよう
★

本番の試験
さながらに受験を
体験できます！

ことがありました。
そのため、
S-CBTのサイト いう受験対策での学びが、英検S-CBTに
で試験の流れや会場の様子を予め確認 も役立ったと思います。パソコン操作は、
し、
試験終了時間より早く終えたらどうする サイトに体験版があったのでそれで練習
か、
もしも途中でトイレに行きたくなったら

し、操作の仕方をつかんでいきました。

6

Interview

英語とわたしの
ミライ

生き生きとグラッドクラブに
通う子どもたちのサポートが
できてとても嬉しいです。
また、キンダーキッズの出身
というだけで安心感があり、

3

懐かしさを感じながら楽しく
仕事をしています。

2009 年にキンダーキッズ豊中校を卒園した K.O さん
（18 歳）。

仕事がしたい

将 来 は ︑世 界 を 飛 び 回 れ る よ う な

今年 7 月、
オーストラリアのウーロンゴン大学に入学されます。
それまでの間、
グラッドクラブのアルバイトに来てくれたので、
お話を

海外経験

聞くことができました。豊富な渡航経験に優れた学力。海外大学
入学にいたるまでの学びの道のりに迫ります。

家族旅行では、
アメリカやインドネシア、
マレーシアに連れて行ってもらったことがあります。
小学時代は、毎年夏休みになるとアメリカのサンフランシスコへ行き、ホームステイをしていま
した。
アクティブなことが好きで、現地で参加したキャンプも良い思い出です。

英語力

高校時代には、
アメリカのインディアナと、オーストラリアのメルボルンに。
メルボルンは、エッセイ

1歳半から卒園まで通ったキンダーキッズで、自然と英語の発音と

コンテストで選ばれた Young Leaders Program の奨学生として滞在しました。参加者は、

リスニング力が鍛えられました。そのスキルがベースにあるおかげ

世界中から集まった志をもつ若者ばかり。
そんな仲間たちとメルボルン大学のキャンパスに

で、語彙を増やす勉強に集中でき、
どんどん英語力を伸ばしていく

通い、講義やワークショップをとおしてリーダーシップについて学びました。当時、高校 2 年の

ことができました。

私にとってとても刺激的で貴重な体験になりました。
# 公立小学校 # 私立中高一貫校 #IB

プログラムで知り合った仲間や、アメリカのホストファミリーとは今でも連絡を取り合っていて、
一生付き合っていきたい人たちです。

公立の小学校を経て、私立の中高一貫校に。小学生のうちから、
同高校の進学時に求められる英語レベルをクリアしていました。
その
ため、中学からの進学では大きな苦労はなく、希望どおり、同高校の

おススメの英語アプリは Medium

英語科 国際バカロレアコースに進むことができました。
このコースは、

このアプリには、非常に多くのブログ記事が集められています。

英語の授業が多く、英語カリキュラムはハイレベル。
それでも、楽しみ

アプリに登録する際、興味のあるカテゴリーをフォローしておくと、

ながら勉強でき、高校でも良い成績を修めることができました。私は

Your Daily Read is ready と通知がきます。
じぶんの興味に合っ

同級生の中でも、
ネイティブの先生とコミュニケーションがよくとれた

た記事を自動的にピックアップし通知してくれるので便利です。

方だったのではないかと思います。先生との信頼関係もプラスに

私は、一日一つは読むようにしています。世界のさまざまな情報や

影響したと思います。

価値観、考え方にふれられるのが楽しく、毎日続けやすいです。

高校1年のとき、
じぶんの英語力が海外ではどのくらい通用するのか
試してみたくなり、
メルボルン大学付属トリニティ・カレッジが主催する
エッセイコンテストに参加しました。

7

Young Leaders Program にて

# リーディング力 # 語彙力 # 表現力

Medium 公式サイト

いま一番楽しみなこと

メルボルン大学と言えば、世界的にもトップレベルの大学。大学教授

この夏から、
オーストラリアの大学に通う日が待ち遠しいです。
将来の進路を踏まえて、商学や経営

の審査で、私のエッセイが上位に選ばれ、同大学のYoung Leaders

学について学ぶことにしました。高校時代、文化祭などのイベントで、どんな出し物がみんなに

Programに奨学生として参加することができました。じぶんの英語

ウケるかといったアイデア出しから実施まで関わり、
そのマーケティングに通ずる活動がとても楽し

力と文章が認められた！ と、結果を知ったときはとても嬉しく、
この

かったのです。
これから行く大学も、実践的な教育が盛んに行われているので、勉強をとおして

経験は本当の自信につながりました。

これからどれだけ成長できるか、
どんな出会いが待っているのか、
わくわくしています！
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4 コマ マンガをつくろう
改装

By PHONICS GARDEN

今年の七夕はどんな夜を過ごしましたか？ 年に一度のロマンチックな物語を

リニューアル

大阪府堺市北区長曽根町1633-1

聞けば、誰しも、夜空に思いを馳せたくなることでしょう。
フォニックス・ガーデン
にも、七夕の夜にすてきな夢をみる男の子が★ 下の 3 つのセリフから選んで、
4 コマ漫画を完成させよう！

SAKAI SCHOOL
キンダーキッズでは、国内外全25校の施設運営
において長期的な視野に立ち、設備の適切な
維持管理や新たなサービス促進に努めています。
2006年に開校した堺校は、今年9月に15周年を
迎えます。
この記念イヤーを前に、
リニューアルプロ
ジェクトを行ってまいりました。多面的にリサーチ

食のプロ がノウハウを持ち

し、昨年末より、1階トイレの増設と改修、
２階は

寄り共創しています。

キンダー生のクラスルームと広いジムのフロア・

もっとも、一番大切にしたい

壁面の全てを新しく取り替えました。

ことは、
「食べる意欲」
を育てる

ジムは、フォニックスのキャラクターたちが住む

こと。検食担当者、子どもたち

世界に来たかのような賑やかなデザイン。色とり

の代弁者となる保育士、
スタッフ

どりのポップな空間で、子どもたちも一層楽しそう

らと連携し、幼少期に適した

に、元気いっぱい体を動かしています。

味つけや量、食材の切り方、

また 、給 食 が 自 園 調 理 になりました 。食 器も

栄養バランスに優れた給食

リニューアルし、ワンプレートに作り立てのおかず

サービスを追求しています。

が美味しそうに盛りつけされてきます。

家庭の味として記憶されるお料理があれば、記念

食べることは、将来の成長に向け、心身の健康を

の日にいただく特別なお料理もあるように、
スクール

左右する重要な営みです。キンダーキッズでは、

のランチも、一つのおいしい思い出にしてもらい

発育中の健康づくりを一番に考え、豊かな味覚

たいものです。

を育てたい、バラエティに富んだおいしい料理を

スクールの外壁もきれいにリフォームし、気分一新。

楽しんで食べてもらいたいと、 保育のプロ と

15周年の節目に向けてスタートです！
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Milky Way︓ 天 の 川
1

2

3

4

“He fell asleep and slept until morning...”
“Thatʼ s the end of the Tanabata story”

Waving Wizard

2

3

“Iʼ m going to make a space ship
to see the Milky Way!”
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セリフはめこみ例は裏表紙へ
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