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グローバルヴィレッジ
インターナショナルプリスクール

 
  
   

　グローバルヴィレッジでは、保育士・幼稚園教諭など
日本の有資格者とネイティブ講師が、幼稚園で行うカリ
キュラムも含め全て英語で行っている。それに加わるコ
ンピュータ、音楽、ダンス、ジムトレーニングなど多彩なカ

リキュラムも全て英語。子どもたちは1日中
楽しみながら過ごすことで、自然と英語を
身につけることができる。また、ランチは自
社給食室で手づくり。契約農家直送のお
米など、安全な食材を使用。プリスクール
は2歳から。3歳から通えるサタデースクー
ルも同時募集中。見学会はHPでチェック！

2歳からのプリスクール園児募集中
3歳～小学生のサタデースクールも募集中英語幼保園

山田・千里丘・高槻

千里山田校  吹田市津雲台7-4 206-6831-8996
千 里 丘 校  吹田市長野東3-15 206-6878-6874
高槻茨木校  高槻市宮田町3-4-10 2072-694-6000　http://www.global-edu.jp

園の様子はブログで。

外国語でのコミュニケーション能力を
高めて、様々な面で
海外で活躍できる人材を
育成していく　この8月19日に文部科学省の諮問機関である中央教育審議会の教育

過程企画特別部会で、小中高校の学習指導要領改訂に向けた審議のま
とめ（案）が示された。その中で、国際化に対応するため、小学5、6年生の
英語を正式な教科にし、年間授業時間を70単位時間（1単位時間45分）
にすることが発表された。
　現在、小学校では、歌やゲームなどで楽しみながら外国語に慣れ親しむ

「外国語活動」を5、6年生が行っているが、この外国語活動を3、4年生へ
前倒しすることも同時に示された。これらの背景には、国際化が進むなかで
外国語によるコミュニケーション能力が一層求められていることが挙げられ、
特に他者とのコミュニケーション（対話や議論等）能力を向上させることが
必要とされている。現在の中・高等学校においては、文法・語彙の知識がど
れだけ身に付いたかという点に重点が置かれた授業が行われ、外国語によ
るコミュニケーション能力の育成を意識した取り組み、特に「話すこと」及び

「書くこと」などの言語活動が十分に行われていないことを踏まえ、それらを
強化する授業へと舵をきっていくことになりそうだ。これから教科書の作成
や段階的な先行実施などを経て、2020年度より小学校は全面実施。中・
高等学校は順次実施していくという。

文部科学省  初等中等教育局国際教育課 外国語教育推進室
文部科学省ホームページ　www.mext.go.jp/

グローバル化が急速に進展する中で、外国語によるコミュニ
ケーション能力はこれまでのように一部の業種や職種の人た
ちだけでなく、子どもたちの生涯にわたる様々な場面で必要
とされることが想定されます。文部科学省がこのたび、学習指
導要領改訂に向けた審議のまとめ（案）を発表しました。

［資料提供］ 

今後の学習目標（例）

知っておきたい

TOPICS

編集部
　まっつー

【小学校高学年（教科型）
の目標例】　
馴染みのある定型表現を使っ
て、自分の好きなものや、家
族、1日の生活などについて、
友達に質問したり、質問に答
えたりできるようにする。

【中学校の目標例】　
短い新聞記事を読んだり、テ
レビのニュースを見たりして、
その概要を伝えることができ
るようにする。

【高等学校の目標例】　
ある程度の長さの新聞記事を
速読して必要な情報を取り出し
たり、社会的な問題や時事問
題など幅広い話題について課
題研究したことを発表・議論し
たりすることができるようにする

外国からの観光客も増え、ビジネス面でも英語が話せれ
ば・・・と感じることが増えてきた昨今。未来を担う子どもた
ちにとっては、ほんとうに生きていくために必要なチカラに
なると思います。これからの英語教育に期待が高まります。

スタッフ大募集

106-6846-8001
シェフカワカミ 桜塚店
豊中市南桜塚3丁目6-27

〈種別〉パート募集
〈作業〉事務・レジ・惣菜 など
〈時間〉7：00～20：00
　　　（週20時間以内）

●パート
時給／870円
　　～900円
各部門
まずはお気軽に
お電話ください。

毎週火曜日  20分限りの

タイムサービス実施中！
●11：00～11：20　青果コーナー全品2割引セール
●11：00～11：20　魚コーナー全品2割引セール

年中無休

まねき屋亥子谷店
吹田市山田西1-13-1 106-6875-1122

コープ東豊中
豊中市東豊中町4丁目3番13号 106-6848-2561

月掛金は1,000円から
家族みんなの
基本の保障 《たすけあい》

コープ共済

CO・OP《たすけあい》はその名のとおり、組合員同士の
助け合いの気持ちが形になった共済です。生協だから
こそできる、組合員のくらしにやさしい安心の保障です。

千　里　店　豊中市新千里南町2-6-12
蛍　池　店　豊中市螢池中町２-４-１７
桜の町店　豊中市桜の町3-5-8
山　下　店　川西市見野2-24-11
茨 木　店　茨木市元町8-1
石 橋 店  池田市豊島北2-4-6

106-6872-8739
106-6843-0589
106-6151-2224
1072-795-1552
1072-665-4567
1072-761-7777

毎日 安い !

大漁魚市

9/30
（金） お客様感謝デー

敬老の日ごちそうメニュー

KOHYO 山田店SUPER
MARKET

吹田市山田西4丁目1-2-101
206-4863-5040

山田店
阪急山田駅

デュー阪急山田1F

9/3（土）
   4（日）

お客様感謝デー9/20
（火）

肉の日特集

9/17（土）
～19（月）

9/24（土）
　25（日）

阪急曽根店

豊中市曽根東町3丁目1-1　ティオ阪急曽根1F
KOHYO 阪急曽根店 106-6842-5040SUPER

MARKET

※メンバーさん・アルバイトさん募集中です。
　水産部･レジ、その他のお仕事も募集中です。まずはお電話下さい。

　　　　　　 感謝デー！！

●毎月15日 GG感謝デー！！

●9/20（火）
●9/30（金）

 第10回　シティライフ主催 

ゴルフコンペ開催
コンペ概要

申 込 方 法
URL（ホームページ）よりお申し込みください。
※お申込と同時にゴルフ会員登録となります。
　会員の方へは、今後コンペ情報などを案内いたします。
http://golfclub.citylife-new.com

シティライフ　ゴルフ  で検索

●開催場所：新大阪ゴルフクラブ 
大阪府三島郡島本町尺代128

●開 催 日：10月7日（金）
●プレー費：10,550円（昼食付き）
●参 加 費：2,000円
●申込締切：9月26日（月）18時
※お申込み多数の場合、先着順となりますので定員に
　達し次第、締切とさせていただきます
●競技方法：18ホールダブルぺリア方式

※申込多数の場合は先着順となります
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アウトプット重視で成果を実感
小学生から始める英語学習

英会話教室

　外国人講師の指導で確かな英語力を伸ばしてくれる
同教室。対象は小学生で、「耳で音を覚えてアウトプット
する」プロセスを重視したレッスンは、成果を実感できると
評価が高い。反復トレーニングにより発音もしっかり身に
つけられる。小学生のうちに楽しく英語を学び、中学英語
をスムーズに始めよう。まずは気軽に無料体験へ。

特典「シティライフを見た」で
無料体験レッスン参加者に
フラッシュカードプレゼント
（9月末まで）

入会金・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
月謝　週1回・・・5,000円 週2回・・・10,000円
※全て税別 無料体験レッスン開催　

毎週火・水・木の17時～
※上記日程以外を希望の方はご相談くださいEnglish Gym I’LL

〈イングリッシュ・ジム　アイル〉
豊中市上新田4-7-10
※ファミリーマート右の階段から2Fへ

206-6155-7451
mail:eikaiwaschoolkamisinden@gmail.com

豊中

　経験豊富なネイティブ講師による、楽しみながらしっかり学
べるレッスンが評判の同スクール。皆で楽しく学ぶ「会話コー
ス（8名まで）」、英語の本を読みながら文型・読み書き・発音
を学ぶ「フォニックス・読解力コース（個別）」で4技能を高め
総合力をつけていく。少人数制・個別指導で細やかに見てく
れ、一人ひとりを高いレベルまで導く。まずは体験レッスンへ！

自然に楽しく英語に触れる環境で
気づけば「英語好き」に

１歳半からの英会話スクール

ジョージの子供英会話
箕面小野原教室・茨木彩都教室・美穂ヶ丘教室

            2072-622-7606
吹田佐井寺教室

            206-7504-7076
http://www.g-english.net

特典　　　　　　　（9月末まで） 
「シティライフを見た」と入会で
入会金5,000円→無料
さらに先着10名様　
前期教材設備 5,000円も免除

●会話コース（少人数制）ベビー～高校生　
●フォニックス・読解力コース（個別指導）4歳～
入会金5,000円　月謝6,000円
（2コース受講は10,000円）
教材設備費：5,000円/半年
（家族特典あり）
※教室によってコースは異なります

無料体験レッスン受付中!

　英語はもちろん、習い事もさせてあげたいけど忙しくて難し
い…そんな働くママ注目！同園は、ネイティブ講師との毎日の

会話で真の英語力が自然と身につく。
英検Jrもゴールド取得者が多数。リトミ
ック・体育・徳育・食育・日本文化など、
クローバーに通えば習い事いらずの
充実内容で、一人ひとりをちゃんと見
て成長を促してくれる。親子で「クロー
バー大好き」になる魅力満載の園だ。

7時半～19時保育可能、ここで習い事も
英語、リトミック、体育、ピアノ…充実の内容

保育園・イングリッシュスクール

特典 「シティライフを見た」と予約で　（9月末まで）

1日体験教室が無料 【開園】 月～土：7時半～19時

English School イマジンJAPAN
CLOVER児童園
〈クローバー〉

吹田

206-6368-3412
http://www.suita-clover.jp/

吹田市上山手町21-28　
メゾンティノ2F

JR吹田

アサヒビール
吹田工場

吹田
市民病院

名神高速
岸部中1

メロード吹田

池田BK

総合運動場

アサヒビール
吹田工場

池田BK

総合運動場
佐井寺
南が丘
公園

関西
スーパー

●
●

●

●●

至茨木

〒

毎日の英語シャワーでキレイな発音が身につく。
季節ごとの楽
しいイベントも
盛りだくさん！




