
未来をひらく 思いをつたえる
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日本の心と、英語の力。 Kinder Kids inc.

Staff Spotlight幼少期から育む、自己表現力 Part.２

英語とわたしのミライ 2

表紙： クラフト“ クリスマスツリーの壁飾り ” 
自由な発想で生み出されるコラージュ。楽しいクリスマスの音楽が聞こえてきそうです。
子どもたちは今日も、「楽しい！」「面白い！」などわくわくする気持ちをたくさん感じながら過ごしています。
また、これからのビックイベントに向けてみんな張り切っています！
この時期、子どもたちの成長する姿があらゆる場面で見られて嬉しいですね。

www.kinderkids.com

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 次回 1月末

発行予定

2019 年 11月発行 Vol.6

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

英検合格者File002
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SELF EXPRESSION
Part.2

子どもは自分の気持ち・考え・意思をいろいろな方法で表現します。
その表現方法は年齢や発達に応じて変化していきます。生まれてか
ら数ヵ月は「泣く」「笑う」「手足を動かす」の表現方法から、言葉の習
得によりその表現は「話す」、運動機能や巧緻性の発達に伴い「絵や
文字を書く」、いろいろな技術の習得により「運動」や「音楽」などでも
自己表現する方法を身につけていきます。

Hiraku Vol.6 では引き続き「Self Expression 自
己表現力」について連載します。
前号では自己表現力の重要性と表現力を養うた
めに園で取り組んでいることなどをご紹介しまし
た。

年齢に応じて表現力を養う

語彙が豊かな子どもは、感情と表情がどちらも豊かになりやすいと言わ
れています。うれしい気持ちの時には「楽しい」、泣きたくなるような気
持ちの時には「悲しい」という言葉を使うなど感情と言葉をリンクさせる
ことを繰り返すうちに、子どもは自分のさまざまな感情を理解できるよう
になります。
キンダーキッズでは、感情と言葉をリンクさせることに加え、表情や身振
り手振りを加えることでさらに子どもたちの語彙力を効果的に向上させ
ています。大袈裟なくらいのジェスチャーや表情とともに新しい言葉を教
えたり、読み聞かせをしたりすることで子どもたちの印象に残ります。
こうして、園やご家庭などで習った言葉を自分が使うことでたくさんの
語彙を覚えていきます。

語彙力と表現力の関係

表 現 す る こ と の
喜 び や 楽 し さ を
味 わ う

Pre
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クラス

Children who can clearly express themselves
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新しく習った言葉や知識は、一方通行で教えるだけでは表現力を豊かにすることはできません。
キンダーキッズのカリキュラムには楽しく学ぶために「体験」がふんだんに組み込まれています。
クラフトや音楽、ダンスなど芸術的な表現、書くことで表現するジャーナル、自分の意見や考えを話
すことで表現するShow&Tellや、お友だちとディスカッションで仮説を立て合う体験学習など子ど
もたちが自己表現する場をたくさん作っています。また、習ってきたさまざまな表現を保護者の皆
さまに発表する機会があり、オープンデーやスポーツフェスティバル、とくに年末のクリスマスコンサ
ートは各学年の集大成になります。
何より大切なことは「楽しむこと」です。さまざまな体験を通して豊かな感性を養えるようカリキュラ
ムの開発に取り組んでまいります。

表現力をアウトプット
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Topic

Halloween Party
by Higashi Osaka

今年も各スクールで賑わったハロウィン。
創作の得意なスタッフが仕掛ける「Haunted 
House」セットが今年も楽しそう！とウワサを聞き、東
大阪校のハロウィンパーティ2019へ！
朝、コスチュームを身にまとい次 と々登園してくる子
どもたち。まずは、スタッフ力作のハロウィン背景の
前でクラスの記念撮影。続いて、総勢約 90 名の
ファッションショーで盛り上がり、先生のマジック
ショーに歓喜。アクティビティでは、「Mummy」作り競
争や「ピニャータ割り」などを楽しみました。そして、キ
ンダークラスが参加できる「Haunted House」です。
オープン時間まで部屋の中が気になって仕方ない
子どもたち。ドキドキするけれど少しクスッと笑えるよ
うな仕掛けに大興奮でした。ご近所の方にご協力い
ただいた「Trick or Treat!」も体験でき、めいっぱい
Halloween partyを満喫しました。

保護者の皆さまには、お子さまのコスチュームの
ご用意などご協力いただき、ありがとうございました。

Pinata!Pinata! Fashion Show

ノリノリの BGMと拍手の中
子どもたちは手を振りながら気持ちよくウォーキン
グ。上級生は、カメラの前でどんなポーズを決めるか
舞台袖の廊下でひそひそ相談する子どももいまし
た。いざ出番になると、みんな堂々と楽しんでパ
フォーマンス！さすが、キンダーキッズの子どもたちで
した。
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The highlight

キメポーズを
打合せ中

自分でバッグの
図柄をデザイン
しました！

暗くて見えない
ベタベタゾーンや

ゾンビの手に掴まれる
お菓子ボックス…

Trick 
or 
Treat! 
Trick 
or 
Treat! 

Haunted
   House!
Haunted
   House!
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●スポーツフェスティバル

●クリスマスコンサート



福岡県福岡市早良区百道浜
2丁目4-27 福岡AIビル1F

HP Facebook

Interview

Kobe Seaside
神戸シーサイド校マネージャー

五百蔵 眞智子

School

Interview

Fukuoka
福岡校マネージャー

河原 栞

School
Spotlight
Staff

また、スタッフ研修や災害・不審者対策の訓練を
定期的に実施し、非常時に備える取り組みも行って
います。当園は附属施設があり、広い敷地を管理し
ているため、さまざまな面で子どもたちの安全に気
を配っています。
お子さまと保護者さまに、「明日もキンダーキッズに
行くのが楽しみだね！」と毎日言ってもらえるよう精
一杯努めてまいります。

兵庫県神戸市須磨区須磨浦通
2丁目1-31

HP Facebook

上で大切にしていることは、日頃のコミュニケーション
の質です。子ども一人ひとりに対し丁寧に向き合い、個
性に合った成長を育めるよう意識しています。私たち
は、保護者さまにお子さまの成長の様子を伝えられるこ
とを心から嬉しく思います。また、お家でお子さまが英語
を話すようになった報告など、保護者さまが喜んで教え
てくださることも大きな励みと
なっています。

磨ビーチ沿いにある神戸シーサイド校は、と
ても自然に恵まれた環境にあり、海辺を望む

園庭で季節を感じることができます。
のびのびとした環境の中、元気な子どもたちに負け
ないくらいエネルギーに満ちあふれた先生が働いて
います。子どもたちの“ 今日できるようになった ”と
いう日々の成長をそばで実感し、子どもの成長は素
晴らしい！と感じています。この喜びを子どもや保護
者さま、スタッフ同士で味わえることが幸せです。こう
して周囲と強い信頼関係が築かれることで子どもも
スタッフも一人ひとりが満足でき、キラキラと輝いて
いるように思います。保護者さまも教育熱心な方が
多く、園行事やセミナーなど積極的に参加してくださ
います。みんなで学び、お互いに高め合おうとする雰
囲気は、園を活気づける源になります。

須 岡校は、施設が新しくきれいで、明るい印象の
スクールです。最近は広いジムを増設しました。

お散歩で行ける距離に多くの公園や整備されたビーチ
もあり、毎日体をたくさん動かして遊べます。
開校 3 年が経った今、園児・クラスも増え活気にあふ
れています。デイケアの時間、上級生が下級生のお友だ
ちに、自然と遊びを教えてあげ、優しく気づかう様子はと
ても微笑ましく思います。子どもは、さまざまなバックグラ
ウンドを持ちますが、英語を通じ、こうしてみんな仲良く
成長しています。園の見学に来るお友だちにも進んで
What’s your name ?と話しかけるられるフレンドリーさ
です。
スタッフも和気藹 と々働いており、毎日スタッフルームか
ら笑い声が聞こえています。そんな親しい仲でもプロ同
士。みんな、めりはりをつけて働いています。仕事をする
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記憶に深く残っているのは、季節ごとに開催されるイベントです。
とくにハロウィン！ ほかにも、クリスマスコンサート、イースターなど行事やアク
ティビティが多彩でした。体験する全てのことが新しく、毎日楽しかったです。
Grad Clubでは小学校 2～3 年生の間レッスンを受講していました。現在は
スタッフとして関わっており、生徒を見守る立場。真剣に学ぶ姿や楽しんでい
る姿が見受けられ、それが一番嬉しく思います。毎年恒例のサマースクールの
お手伝いも楽しみの一つです。

幼い頃から感覚的に発音ルールや文法を身につけてきたためか、日本語で学ぶ英文法や発音記号な
ど学校の授業で戸惑いを抱いたことは少なくありません。その時は英語が難しくも感じられました。
しかし、英語は勉強せずとも常に成績トップでした。中学生の頃には、学校を代表して大阪市長杯中学
生英語暗唱大会に出場しました。英語の正確な発音はもちろん、流暢なスピーチ力と表現力が競われ
るこの大会で優勝することができました。

大学では経済学を専攻。
海外に目を向け、すでに社
会活動の場を広げていま
す。 Grad Club のスタッフと
しては、生徒と世代が一番
近く身近な先輩。子どもたち
にとって、励みとなる存在で
す。

在学している和歌山大学公認の学生国際協力団体「Wakayama ASEAN Project（WAP）」で副代表を
務め、団体の中心になってボランティア活動を行っています。
具体的には、タイに暮らす障害を持つ子どもたちとどのようにして交流を深めるか、メンバーで意見を出
し合いながら1から企画し支援計画を策定後、現地で実施しています。これまでに、絵本『スイミー』を
題材にしたクラフトや、忍者をテーマにした日本の昔遊びの紹介などを行いました。
同国では現地サポート団体の協力を仰ぎながら、車いす支援にも取り組んでいます。子どもの持病に合
わせ、必要な車いすの種類を検討し、現地で組み立てます。さらに、支援先の皆さまにお会いし、生活が
改善された点や問題点を聞き取り、課題を明確にして次の活動に繋げています。現地の方とコミュニケー
ションをとるためWAP活動内で楽しくタイ語の勉強もしています。
このほかにも、「学生赤十字奉仕団」（和歌山県）団長を担い、他国メンバーの
日本での活動を支える通訳協力や、和歌山市内小学校にて
「WAP ×赤十字」に基づく開発教育企画などにも携わっています。

海外の映画やドラマ、歌を字幕なしで観られることや、旅先で出会った人と英
語で話すことが楽しく、もっと英語に堪能になりたいと思っています。
以前、同時通訳の仕事に挑戦した際、通常ではお会いできない各国の要人
に接する機会に恵まれました。貴重な瞬間に巡り合い、多くのことを学ばせて
いただいたことに感謝し、今でも誇りに感じています。これからも、さまざまな
分野の方と繋がり、日本と海外の架け橋となれるよう頑張っています。将来
は、日本を世界へ発信する仕事や、その逆も然り、場所は国内外を問わず、英
語を使い誰かの力になれる仕事がしたいと考えています。
K3 の頃、担任の先生がクラスの年間目標として掲げた “If You do good 
things good things will come back to you”の言葉を今でも大切にしてい
ます。当時幼いながらも、その教えは私の中でとても響きました。以降、何かあ
るたびにふと思い出し、希望を持って行動するスピリットとして私の中で息づ
いています。
　

Interview

英語とわたしの
ミライ 2

キンダーキッズ大阪本校 2期生のM.Yさん。
現在、大学に通いながら、Grad Clubではアルバイトスタッフとして
働き、社会経験を積んでいます。今回、「英語」をめぐり、これまでの
素晴らしい体験や出会いに思いを馳せてお話いただきました。

場
所
は
国
内
外
問
わ
ず
︑英
語
を
使
い

　
　

誰
か
の
力
に
な
れ
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仕
事
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し
た
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キンダーキッズでの思い出

21 歳の彼女が今感じていること

海外での活動

英語力
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勉強法 ライティング

受験年月

受験年月

所属スクール 受験年月受験時のクラス

受験年月合格級

受験年月

（2018年度 第3回）

単語

File002File002File002

02

9

キンダーキッズチャリティースクールほか首都圏内日本語学校にて活動

現地同世代の学生と交流し、豊かな豪文化を体験

10

M.Y ちゃんEntrant

Kinder KidsOur overall results

英検合格者
Successful 
Examinee

受験年月 2018 年度

3 級合格率 74％ 準2級合格人数 11 名

受験年 K 3クラス

英検3級は中学校中級～卒業程度レベル

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

大阪本校

2019年1月

G3

2級

をリピートした！

●旺文社 『7日間完成 英検予想問題ドリル』
●一ツ橋書店 『ENGLISH for FUN!』
●キンダーキッズ 英検対策クラスの問題

英検クラスで毎週もらう単語を
毎日3語ずつ書いて覚えていた。

社会性が高いテーマの出題があり、
ごみ・車など、ごく身近なところから意識して
学ぶようにした。知人の留学体験を聞くことや
自身でもホームステイで異なる文化を経験した
ことも少なからず役立っているように思う。

4・3級受検まで、並べ替えできる
単語カードを作ったり、英文を虫くいにして

穴埋め問題を作ったりと
子どもがゲーム感覚で楽しく勉強できる

ような工夫をしていた。

英語で日記を書く訓練が
効果的だったと思う。

英文設問の意味を教えてもらう時、
日本語に変換して教えてもらうより、自分にも
分かる英語で説明してくれるのが良かった。

地道に毎日1つでも単語を覚えていく
のがおすすめ。長文問題で1つでも
分かる単語があれば何とかなる！

勉強法

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

キンダーキッズのココが良かった︕ 勉強中のお友だちへメッセージ

勉強法 勉強法

最新情報は HP をチェック︕
www.grad-c lub.com

開催日時
′２０年1月19日（日）

′２０年2月 2日（日）

催行予定 ′２０年8月 2日（日）～8日（土）

開催日時 ′19年12月14日（土）・15日（日） 10:00 ～ 13:30

会 場

会 場

ハードロックカフェ（ユニバーサルシティウォーク大阪店）

クリスマスパーティ 2019 ー関東ー

03 クリスマスパーティ 2019 ー関西・名古屋ー

04 説明会 カンボジア ボランティア 2020

01 説明会 オーストラリア研修 2020

開催日時 ′19年12月8日（日） 15:30 ～ 18:00

会 場 PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL 川崎

渡 航 先 カンボジア（プノンペン市、ポーサット州）

開催
日時

対象

′19年11月27日（水） 10:00 ～ 11:00
本部ジム

（ぷららてんま2F）

′19年11月30日（土） 15:45 ～ 16:45

′19年11月23日（土） 15:45 ～ 16:45
′19年11月24日（日） 10:00 ～ 11:00
′19年11月24日（日） 15:00 ～ 16:00

′19年12月 7日（土） 10:30 ～ 11:30
′19年12月 8日（日） 9:30 ～ 10:30 品川校

大阪本校

本部ジム
会 場 西宮校

′19年12月 8日（日） 11:00 ～ 12:00

現G3-G5

対象 現G3-G5

現G6-JH

現G6-JH

現G3-G5

催行予定 ′20年 8月4日（火）～19日（水） ［16 日間］

渡 航 先 オーストラリア（クイーンズランド州サンシャインコーストエリア）

これからの
スケジュール

Check!

年に一度、グラッド
メンバーが集まる日。
お料理を囲んで
楽しもう！

対象

対象

対象

会場

大阪本校
本部ジム会場

名古屋校

会場

会場


