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みなさんもご存知のとおり、サム先生は今年4月4日に、「米や
かた」を経営しておられる酒井家の娘さんと入籍をしました。
●東根校（本校）
今月末に結婚披露宴パーティが開かれるのですが、そのため
Tel (0237)43-6944 イギリスからご家族、親戚が来日しますので、サム先生は、8
Fax(0237)53-8102 月19日から8月30日までの間、お休みします。どうぞご了承く
東根市中央 ださい。
2丁目11－1
セレッサ東根2-A
Joe and Mina will be back in Yamagata for a short
●山形成沢校 visit!!
Tel(023)666-3043 ジョーとミナが短期間、山形に帰ってきます。そこで、皆さんを
山形市蔵王成沢 彼らが主催するBBQパーティへご招待いたします。ぜひ、久
７１８－９ しぶりに会って近況をご報告ください。
8月24日（日）11:00-17:00（来れる時間にお越しください。）
●山形桜田校 日時:
場所: 村山市ローズガーデンの隣の公園
Tel (023)632-8416 持ち物: 自分が食べる分の肉をお持ちください。
山形市桜田東
２－１４－３ Movie Night!

マイ英会話
マイ英会話
定価:各2,200円（税込）
バリューパック（3枚セット）:5,500円（税込）

英語の歌を子どもに聞かせたいのだけれど、いろいろあって、どのCDを
買えばいいのかよくわからない、と思った経験はございませんか？そんな
方へ、私たちがお勧めするCDが、このSuper Simple Songs シリーズで
す。このCDは、タイトルのごとく、欧米で親しまれている歌やその他の歌
を、日本の子ども達が歌いやすいように、歌詞をシンプルにしてあります。
そのため、すぐに子ども達が口ずさむことができます。しかも、子ども達に
覚えてほしい単語、フレーズが盛り込まれていますので英語を学習する
上でとても適しているCDです。教室でも何曲か使っていますので、ぜひお
家でも聞かせてあげてはいかがでしょうか。赤ちゃんから、小学生のお子
さんまで楽しく聞くことができます。尚、この3枚のCDはMY英会話で視聴
することができますので、ぜひお越しの際は、視聴してみてください。
Halloween is Coming!

月 日（土）に 英会話のハローウィン･パーティ
が行われます。今年は、参加者全員に仮装してきて
もらい、その格好でスクール近辺を歩く企画を考えています。コスチューム
は、豪華なものではなく、簡単なもので結構ですので、自分のなりたいも
のを今から考えていてください。パーティはどなたでも参加可能ですので、
お友達をお誘いの上、ご参加下さい。たくさんの方の参加をお待ちしてま
す！
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MY

August 18th 2008

(For our adult students!)

Date: September 13th (Sat)
Time: 7:30 pm (2hrs 21mins)
Location: MY English School (Adult Class Room)
Movie: Batman Begins (2005)
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How We Teach どうやって教
どうやって教える？
える？- Part 33Class — Finding Out 1 (Friday 5:00pm)

月から新カリキュラム「Finding Out1」で学習している小学生の生徒たちが目覚
しい進歩ぶりを見せてくれています。中でも、金曜日5時からのクラスがついこの間
から、多読本を使い始め、クラスで、読み始めています。初めて自分
めて自分で
自分で本
が読めたとき、
めたとき、子どもたちは、
どもたちは、驚きと喜
きと喜びでいっぱいだったようです。「
びでいっぱいだったようです。「先生
。「先生に
先生に教え
てもらわなくても自分
てもらわなくても自分で
自分で読める！」「
める！」「発音
！」「発音ができちゃう
発音ができちゃう！」
ができちゃう！」ということに
！」ということに喜
ということに喜びを感
びを感じ、ど
んどん自信
んどん自信につながっているようです
自信につながっているようです。
につながっているようです。本は、スクールの待合所においてあります
ので、クラスを待っている間、手にとって読んでみてください。このクラスだけではな
く、Finding Out1を使う、多くのクラスの子どもたちが、目に見える進歩を見せてくれ
ていますので、これからがとても楽しみです。
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クラスの様子：
5:00pm：May I come in?といって教室に
入った後、ホワイトボードに自分の名前を書
きます。
5:03pm：先生と友達と挨拶をかわし、レッス
ンがスタートします。
5:05pm：ゲームをしながら、文字の発音の復
習をします。（このクラスは既に、全ての
Single Letters[単一文字]を習得済です。)
5:15pm：2文字、3文字を組み合わせた短い
単語の発音の仕方を学習します。（例：ab, it,
bot, leg など）発音できるだけではなく聞いて
書けるようにもします。
5:25pm：文字のブロックを使って長～い文字
を作って、それを読んでみます。フォニック
スのルールを使えば、どんなに長い単語もい
っぺんに読めちゃいます。
5:35pm：本を読みます。子どもたちに自力で
読ませてみて、チャレンジを与えます。たい
ていは自力で読めます。先生と確認したあと
今度は本の中に出てきた単語を書き出してみ
ます。（このとき、発音だけを聞いて、書き
とります。）
5:45pm：テキストを使ってまとめに入ります

クラスは、英語で進められますので、
この他にも子供たちはたくさんのClass
room English（教室で使う英語）を
覚えていきます。

ABC vs.発音学習
vs.発音学習

英語を習い始めて初期に、多くの人が習
う歌に、ABCソングがあります。おそらく、
ほとんどの人が歌える歌だと思います。こ
の歌はとてもシンプルで、覚えやすく、子
ども達にアルファベットを紹介するのに、
最も適した歌だと思われています。しかし
、この歌には一つの欠点があります。それ
は、英語と
英語と日本語の
日本語の言語の
言語の大きな違
きな違いに
よるものです。
よるものです。アルファベットは
アルファベットは、その文字
その文字
の読み方（名前）
名前）と、発音されるときの
発音されるときの音
されるときの音
が全く違うときがほとんどなのです。
うときがほとんどなのです。英語
圏で育つ子ども達にとっては、これは大し
た問題ではありません。彼らは、実際に発
音されている音を24時間耳にしています。
しかし、日本の子ども達にとっては、これ
は大きな戸惑いです。子ども達は、週にた
った1回の英語のレッスンを受けています｡
実際の音を聞く機会というのは、限られて
います。加えて、アルファベットの読み方
が必要な時というのは、単語を綴るときの
みで、自分で読んだり、書いたりするとき
には読み方は必要ではありません。それ
どころか、かえって子どもたちが戸惑う原
因ともなりえます。
よって、
よって、昔ながらの英語教育
ながらの英語教育は
英語教育は、アルファ
ベットの
ベットの持つ音が実際に
実際に発音されるとき
発音されるとき、
されるとき、
どのようなものなのかを教
どのようなものなのかを教えてこなかった
ので、
ので、学習者は
学習者は、教えられる一
えられる一つ一つの
単語を
単語を丸暗記せざるをえませんでした
丸暗記せざるをえませんでした。
せざるをえませんでした。こ
れは大変な作業であり、それに費やす労
力と時間が、多くの英語学習者からコミュ
ニケーション力と効果的な読解力を身に
付ける機会を奪っていました。

このような理由から、 英会話スクー
英会話スクー
ルでは、
では、一番初めに
一番初めにアルファベット
めにアルファベットの
アルファベットの基
本的な
本的な発音を
発音を教えることにしています。
えることにしています。
そうすることによって、
そうすることによって、子ども達
ども達はアル
ファベットが
ファベットが単語の
単語の中でどのように発音
でどのように発音
されるのかを知
されるのかを知り、習得するようになり
習得するようになり
ます。
ます。そして、ゆくゆくは、教室を離れて
も自分で効果的に英語を学習すること
ができるようにもなります。
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これらのことをご理解いただき、保護者
の方々に一つお願いがございます。子

ども達
ども達の復習を
復習を手伝ってくださるとき
手伝ってくださるとき、
ってくださるとき、
単語を
単語を完成させるのに
完成させるのに、
させるのに、アルファベット
名前で
えるのは避
けてください。。
の名前
で教えるのは
避けてください

（例えば、お子さんが を書こうとして
いるとき、「スィー、エイ、ピーでしょ。」と
教えるのを避けていただきたいのです）
子ども達を戸惑わせてしまうし、また昔
の効果的ではない英語学習方法に引
きずり込んでしまいます。
もちろん、ある時点で子ども達はアルフ
ァベットの読みを習います。しかし、そ
れはあくまで、発音の基礎がしっかりで
きた後に付属的に教えられるものに過
ぎないのです。
（教え方について、もっと詳しいことをお
知りになりたい方は、ぜひスタッフにお
聞きください。）
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