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いろんなアイデアを
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

表紙： クラフト “かえるの合唱 ”

もうすぐ梅雨の季節、元気の良いかえるの合唱が聞こえてくるかな。
雨の中、鮮やかな紫陽花カラーの雨傘をさし、みんな大きく口を開けて唄っています。
色とりどりの絵具を筆にとり、傘をキャンバスに天真爛漫な筆致で描いています。
音楽的なリズムが感じられる、ポップで明るい作品になりました。

雨の日、じっくり耳をすましてみると雨が奏でるさまざまな音色が聞こえてきます。
この日のかえるたちは、どんな雨音を聞いたでしょう。

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.

“読み聞かせ”で脳がみるみる育つ！

英検合格者 File 003 Staff Spotlight

飾り巻き寿司のつくり方 2
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Feature 
     Story

近年、さまざまなデジタルメディアの発達・普及などを背景
として、子育て・教育においても、スマホやタブレットを使用
する機会がたいへん多くなりました。気づけば、ずっとスマホ
を見ている…なんてことはありませんか。楽しく面白いビジュ
アルやサウンドが次から次へと流れ込む状況で、ただそれ
を見ているだけは子どもに考える時間を与えません。さらに、
まだ人生経験の少ない子どもが非現実的なバーチャル体
験を先行し過ぎると、道徳面の教育上さまざまな負の影響
を及ぼすことも心配されます。
心と脳の形成に大切な時期。おすすめしたいのは、やはりア
ナログなおもちゃを使った遊びです。今回は、そのひとつに
挙げられる、絵本の“読み聞かせ”についてのお話です。

お家で過ごす時間
どんな遊びをしていますか︖

子どもにとって、絵本は夢中になるものがたくさん詰まったお
もちゃのような存在です。動物、魔法、宇宙、未来、過去など
題材はバラエティにあふれ、一冊のページをめくるたびに知ら
ない世界が目の前に広がり、どんどんと興味を惹き起こします。
小さな子どもも子どもなりに、絵に見入ったり、リズミカルな
言葉を口ずさんだり、読んでくれる人の声や表情の変化を楽
しんだり、物語の展開に心躍らせたりと、それぞれの感性で
色々なよろこびを味わっています。読み聞かせは、子どもが初
めて知る世界や社会につながることのできるパスポートであ
り、ワクワクに満ち満ちたかけがえのない遊び体験なのです。
ただ、いくら年齢に適し優れた絵本であっても、文字が読め
たとしても、子どもがひとりで絵本を手にしただけでは、その
醍醐味を享受できません。大人に読んでもらうことで初めて、
絵本に秘められたポテンシャルが花開きます。

子どもにとっての絵本とは
こんなもの

子どもは、リラックスした状態で耳からお話を聞かせてもら
えることで、自由にのびのびと想像上の世界に思いを巡ら
せられます。物語の登場人物と一体となり、喜びや悲しみ、
悔しさなどさまざまな気持ちに触れ、人の痛みや思いを知
る機会になります。こうした体験で豊かな感情が養われ、心
の脳が育っていきます。
読み聞かせは、私たち大人が思っている以上にとても大き
な意味があります。デジタル化が進む今だからこそ、豊かな
心や学力の基礎を育てるために、より一層欠かせない遊び
なのです。

面白い！
なんだろう…！

楽しい！

どうなるんだろう…！
ドキドキ

ワクワク

ウキウキ

ドキドキ

言葉を口ずさんだり、読んでくれる人の声や表情の変化を楽
しんだり、物語の展開に心躍らせたりと、それぞれの感性で
色々なよろこびを味わっています。読み聞かせは、子どもが初
めて知る世界や社会につながることのできるパスポートであ
り、ワクワクに満ち満ちたかけがえのない遊び体験なのです。
ただ、いくら年齢に適し優れた絵本であっても、文字が読め

Frozen Frog

豊かなボキャブラリー

多様な世界観

人との付き合い方

世の中のルール

豊かな情緒

知識 知恵

表現力

想像力

など…
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イギリスの絵本作家によるシリーズ絵本。各国で翻訳され愛され続けている。カラフルな色彩に
やわらかな描画。平易な文章で親しみやすい。楽しいテーマで世界中の子どものハートをキャッチ。

“Maisy Goes Shopping” Lucy Cousins ／文・絵
Candlewick

もうすぐランチだけれど冷蔵庫が空っぽ。メイシーちゃんがお友だちといっしょにお買いものへ…Story

お医者さんごっこが大好きな子どもたちにぴったり。テンポよくお話が展開していく。この
本に出合ってから、病院へ行く時に緊張がほぐれ、泣かずに診察を受けられたという声も。

“Doctor Maisy” Lucy Cousins ／文・絵
Candlewick

お友だちとお医者さんごっこをしていたらメイシーちゃんが本当にケガをしちゃった…Story

シンプルな言葉ながら実用的な英語に触れられるメイシーちゃん
シリーズ。お掃除や整理整頓に関するフレーズが楽しく入ってくる。

“Maisy Cleans Up” Lucy Cousins ／文・絵
Candlewick

お片づけも楽しいことなのかも…と思えてくる…！？Story

大きな画面に、細部までしっかりと描きこまれている。
ユーモアたっぷりのキャラクターと繰り返しのストーリー
展開で、絵本の世界に惹きこまれる。

“Big Pumpkin”
Erica Silverman ／文
S.D. Schindler ／絵

Aladdin

魔女が育てた
とてつもなく大きな
かぼちゃを
おばけたちが…

Story

英語があまり得意ではないママやパパも無理なく読んであげられる一冊。バスの運転手
さんになりきり、ジェスチャーを交えながらリズムよく読むともっと楽しく。

“The Wheels on the Bus” Annie Kubler／文・絵
Childs Play Intl Ltd

The wheels on the bus go round and round, round, round and …Story

「おすすめの絵本」には、“Swimmy”や“The Rainbow Fish”など、長く愛されている本も
ラインアップされていますが、そうした本は、お兄さんやお姉さんから譲り受けたり、プレゼ
ントされたりすることが多いようです。さらにもっと読みたい！と、本好きなお友だちが「お
すすめの絵本」から選んだ本を参考に、新しい一冊を見つけてみませんか。

キンダープラス「おすすめ絵本」人気ランキング！

読み聞かせの場では本を中心にさまざまな感
情を誰かといっしょに分かち合い、共感するこ
とができます。それは将来、豊かな人間関係を
つくるために必要な力に結びついていきます。
また、幼い頃から絵本に慣れ親しんでいれば、
その延長線上で読書習慣がつきやすくなり、
自ら考え、課題解決できる自立した人間に成
長するための糧になります。

子どもが絵本を開いたとき、温もりのある声
で本のお話を語りかけられることで初めて
本に描かれた物語の世界に出合うことがで
きます。

読み聞かせ方のポイント！

Singing Snake

Angry Apple 

赤松 直子

抱っこしたり膝に乗せたり、触れ合いながら

会話を交わし気持ちを共有しながら

子どもの表情や言葉から心の動きを感じ
取り、子どもの楽しむペースにあわせて

お気に入りのシーンは繰り返して

イイこと
たくさん！

2019年度

お家で読んでいる絵本
お友だちが

www.kinder-plus.com

おうちで
買える

キンダーキッズの

赤松 直子

こんなときどうする？
Naoko 先生に
聞いてみました！

お家の方が楽しんで読むふりをして
みたら、お子さまも興味をもって

一緒に読みたくなるかもしれません。

そんなときも、お子さまのペースに
合わせて、飛ばし読みや、
一旦読むのを止めてお話を
してみてはいかがでしょうか。

絵本に興味をもってくれない！

途中でページをめくったり
よそ見をしたりする！
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勉強法 ライティング

Y.M くんEntrant

Kinder KidsOur overall results

受験年月 大阪本校

受験年月 2020年1月

所属スクール 受験年月 K3受験時のクラス

受験年月 準2級合格級

受験年月勉強法

File003File003File003英検合格者
Successful 
Examinee

（2019年度 第3回）

お家では、過去問を何回か解いた程度。
知らない単語や難しい言葉が壁になったとき、

“前後の文章で想像し、自分で話を作り上げてよい”
としたことで、楽しんで取り組めるようになった。

受験年月 2020 年 1 月

88％ 1 ／ 8 名

（2019 年度 第 3 回）

英検3級は中学校中級～卒業程度レベル

3 級合格率 準2級合格率

受験日 受験年月 K3対象クラス

K1の頃から単語を覚えることの重要性を
先生から教わっていたため、単語カードを作り
サイトワード相撲や、文章をつくるゲームなどで
楽しみながら基礎単語をインプットしていった。

問題文の意味を分かるためにがんばったこと

英語学習だけに固執せず
“物事を知る”ことにも焦点をあてて過去問に
取り組んだ。初めて聞くスポーツ名や、知らない

国名があれば調べ、浅くとも
知識の幅を広げていくようにした。

家族のサポート

学びを楽しく進められるようサポートした。
難しいテーマの問題はあまり掘り下げすぎず
簡単な説明にとどめ、興味をもった内容は
詳しく話し、ジャーナルの宿題では、書き

たいことを書けるように手伝った。

キンダーキッズのココが良かった︕ 次の目標

英語を好きにさせてもらったこと。先生の厚みある
アドバイスや積み重ねてきた日々のレッスンが響いた。

この合格で達成感を得ることができ、
今度は2級受験を目指している。

勉強法 単語 勉強法

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

興味のあるジャンルの絵本（英語）を日頃から
好んでよく読んでいた。毎週の宿題にある

ジャーナルにきちんと取り組んだ。
練習して、自分で辞書をひけるようにした。

模様には、線や図形、アルファベットなどの文字、花や植物、生きもの、食べもの、雨つぶやお星さま
など、ありとあらゆるものがあり、私たちの暮らしに彩りをもたらしてくれます。
子どもは、思いのまま模様をぐりぐり描くのが得意です。一つかいてどんどんかき増やしていくとリ
ズムが生まれ、あっという間に楽しい模様のできあがり。雨音や雨のしずく、水たまり…といった
雨の情景や、お子さまの好きなものについて親子でおしゃべりをしながら、かさに模様をかいてみ
ましょう。
おしゃれなかさになるかな？

雨がさ  に  模様  を  かこう

＊準会場（園内）受験者合否結果データより
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東京都港区高輪4-10-31
品川プリンス・レジデンス1F

HP Facebook

Interview

Osaka BayOsaka Bay
大阪ベイマネージャー

瀬山 裕美

School

Interview

品川校マネージャー
阿部 デュブエ 珠里

School
Spotlight
Staff

大阪府大阪市港区弁天1丁目
2番2号 ベイタワーイースト 8F

HP Facebook

お友だちや国際色豊かな先生、スタッフと関わりをも
つ中で養われる思いやりの心や相手に自分の考え
や気持ちをきちんと伝えられる力。自分に自信をも
ち、世界で活躍できる人材を育むことをスタッフ全員
が目指し、それぞれの持ち味を生かして日々奮闘し
ています！

阪ベイエリアのランドマークとして知られるベ
イタワー 8 階に当園はあります。大阪中心部

へのアクセスも良く、駅直結の複合施設内という立
地で、働くパパ、ママに好評を得ています。そんな皆
さまが毎日安心して笑顔で通わせられる園であり続
けたいという思いで、私たちは日々運営に努めてい
ます。
キンダーキッズ独自の英語カリキュラムに厚い信頼
をいただいていますが、それだけでなく、子どもの自
分らしい成長を促し、子どもが今どんなことに興味を
もち、どう成長しているのか、心の小さな変化にも
しっかりと気づけるプロが集まっています。
子どもの成長が最も目覚ましい幼少期。貴重な時期
にお預かりすることは大きな責任を伴いますが、一
生懸命になれる分、得られるよろこびも多いです。保
護者さまに、わが子の一歩一歩の成長を感じてもら
いながら、誰もが自分らしい子育てができるようサ
ポートすることも私たちの大きなやりがいです。
園には、クラス教室のほかにキッチンやバスケット
ボールコート 1 面のスペースがとれる大きな体育館
などを備え、子どもたちの可能性を引き出す遊び（学
び）を支える環境が整っています。天井も高く、陽光
が差し込む明るいスクール。今日もみんなが豊かな
個性を発揮して活動しています！

大

川駅からほど近く、品川プリンスホテルの敷
地内にあり、電車でも車でもアクセスしやす

い便利な場所。そのような市街地にありながら、園
は静かで落ち着いた雰囲気に包まれています。ま
た、それぞれに特色を持つ公園が周辺にいくつもあ
り、元気いっぱいの子どもたちは、先生が「Which 
park do you want to go?」と言うときを楽しみにし
ています。
私たちが日頃から大切にしていることはコミュニケー
ションです。クラスで公園へ遊びに行くときも、まずは
子どもたちに希望を尋ねます。その気持ちを尊重し、
公園の特色を活かしたお外遊びを実施しているの
です。子どもの気持ちを深く汲み取りながら成長に
導く先生の声がけや行動はさすがなものです。子ど
も一人ひとりの個性を把握した上で、状況に応じ、さ
まざまな視点から考えて保育にあたっています。
子どもの成長を中心に、保護者さま、先生、スタッフ
間のコミュニケーションを密に図り、子どもたちが心
身ともに健やかに育つためのより良い環境づくりを
考える毎日です。
キンダーキッズには、グローバル社会で必要な力を
養うための教育環境が整っていると思います。一日
の活動を通し、縦割り保育も組み合わせ、異年齢ク
ラスのお友だちともいっしょに遊ぶ中で、子どもたち
は多くのことを学んでいます。

品

ShinagawaShinagawa

シゴトの裏側にあった感動話

キンダーキッズを卒園するまでの5年間、ずっと
成長を見守り、巣立っていった子どもたちと、久しぶり
にグラッドクラブで再会しました。しばらく見ない間に
すっかりお兄さんお姉さんの表情になり、しみじみ
成長を感じていると、子どもたちの口から「キンダー
キッズの頃から英語をやってきて良かったよ」という
言葉が。これまでの仕事の苦労が一気に吹き飛び、10
年以上励んできたことが実を結んだように感じました。
子どもたちは、キンダーキッズに通えた感謝の気持ちを
両親に伝えられるほどに成長していました。
この仕事を通して得ることのできた
宝物の一つです。

小学校の先生方とお話をしていた時のことです。
キンダーキッズの卒園生が全児童の前で、英語の
スピーチを行ったそうで、それがとても素晴らしい
出来であったことを教えてくださいました。
スピーチは、英語レベルはもちろん、想像力や
表現力の高さも試されます。
キンダーキッズで培った力を発揮しながら
頑張っていることを知り、この仕事の
やりがいを感じました。

シゴトの裏側にあった感動話
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材　料

寿司飯
青菜ふりかけ
寿司のり
スチーズかまぼこ
きゅうり

飾り巻き寿司の
つくり方

子どもも大人も
笑顔になる

たのしいごはん

Fｒog

つくり方

今回は、雨の日ランチも会話がはず
む、カエルの飾り巻きお寿司です。
チーズかまぼこときゅうりで簡単に
作れます。カエルの目の表情を変
えて、にぎやかに♪

1/2にカットした寿司のりできゅうりを巻く2

残り1枚の寿司のりに寿司飯半分程度をのせて広げる5

きゅうり巻き寿司の両サイドに残りの寿司飯をのせてラインを整え、全体を巻く8

　で作ったきゅうり巻き寿司を　にのせる7

　の上にチーズかまぼこ巻き2本を1cm 間隔でのせ、間を寿司飯で埋める6 5

　を輪切りにカットし、寿司のりで作ったカエルの目を貼りつける9 8

　の寿司のりの残りを1/2にカットし、チーズかまぼこ2本をそれぞれ巻く3 2

寿司のり1枚に　をのせて広げ、さらに　をのせて巻く4 1 2

寿司飯 80gに青菜ふりかけ（青のり）を混ぜる1

神戸シーサイド校
キッチンの二宮さん
（JSIA 寿司インスト
ラクター1級）

料理：

きれいにカット
するコツ！

7

9

6

4

… 80g＋120g
… 3.7g
… 手巻き寿司用3 枚
… 2 本（長さ10cm） 
… 縦半分（長さ10cm） 1本

2

包丁の刃全体を水でぬらします。
一回切るごとにぬれふきんで
ふき取り、また水でぬらす
ひと手間をかけるだけで
きれいにカットできます！

カッターで
作ったカエル
の目を楊枝で
とります

9

フォニックスキャラクターで4コマ漫画の世界を親子で楽しもう！
漫画には、いつも元気でしっかり者のレパードちゃんと、色々なことに
興味をもち、挑戦するのが好きなタコの男の子が登場します。
さて、ふたりはどんな会話をしているかな？ 
下の3つのセリフから選んで漫画を完成させてね。

Leaking︓雨もり

「Can you ho ld  th is?」

「The roof  i s  leak ing.」

「Why so many?」

フォニックス マンガをつくろう

Laughing Leopard

Orange  Octopus

64
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