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webサイト「英語de子育て」を運営する（株）できるとこから 代表の井原香織さんは、長
男が赤ちゃんの頃から、日常会話の中に英語を取り入れてきたという。現在、長男は15
才の高校1年生。すでに英語のセンター試験なら満点を取れる英語力があるそうだ。

親が子どもにいちばん身につけてほしいと願っているのが英語力だ
と言われています。将来、ビジネスシーンや世界で活躍するためのコ
ミュニケーションツールとして必要不可欠なもの。わが子の幼少期か
らコツコツと取り組んできた一人のママのお話をご紹介します。

P r o fi l e　私自身は英語に自信が無かったので、「子どもには英語をち
ゃんと話せる人になってほしい」と強く思っていました。一番効率
のいい方法で、子ども時代に早めに習得させるために実践した
のは日常の中で、子どもに英語で話しかけることでした。たとえば
オムツを替えるときには「Let's change your diaper.」 、朝起き
て来た時には「Did you sleep well?（よく眠れた?）」など、簡単
な日常会話を覚えて実際に使うというものです。最初は5センテ
ンスぐらいでも大丈夫。1週間も続けていると、子どもの反応も
驚くくらい変わってきます。現在、高校生になった長男は英語に
勉強時間を割く必要がないので、好きな教科に集中できている
ようです。最近では中国語が好きになり、今は3級受験に向け
て勉強しています。これも、「語学は習得できるもの」という自分
の語学に対する自信が中国語への原動力につながっているの
でしょう。主に幼少期に英語を家庭内に持ち込んだだけの英語
育児でしたが、やはり幼少期の英語の吸収は早い。むずかしく
考えないで、始めてみれば大きな成果が得られると思います。

出版社：Gakken（学研）
定価:1,836円（税込）Amazon等で発売中

お子さんが０歳から５歳くらいの方、これから
「英語子育て」にチャレンジしようという方の
必読書。代表的な語りかけフレーズがいっ
ぱいなので、英語が得意ではないママも安
心して始められます。（CD付）

井原さんちの英語で子育て
～超使いやすい! 表現集の決定版～ 

（株）できるとこから

代表  井原 香織 さん
いはら　かおり / 東京都在住。
新潟市出身。慶応義塾大学総
合政策学部卒。2001年、長男
の出産を機に「英語子育て」を
決意。それ以来、家庭では簡単
な内容に限って英語も使うよう
に。2009年、「株式会社できる
とこから」を立ち上げる。著書に
「井原さんちの英語で子育て」
（学研）がある。

（株）できるとこから 英語de子育て
・バイリンガルキッズへの道
・井原さん家の英語成長日記など、
わが家で実践できるヒントがいっぱい

http://eigode.info/

［取材協力］

できるとこからでいい。毎日続けることで大きな力になる。

やっていることは、できるようになる
　私の経験でいちばんに感じていること
は、子どもでも、大人でも「やっていること
は、できるようになる」ということ。英語を話
したことがない子でも、毎日英語のCDを聞
いたり、DVDを観たりすることで、英語を聞
き取る耳が育ちます。そして実際に親子で
短いセンテンスでも話しはじめていくと、少し
ずつ英語で会話することができるようになり
ます。同じように書くことも実際に書いてみ
る、それを続けることで着実に力がついてい
きます。「できない」
とあきらめるのでは
なく、できるとこから
始めてみましょう。

英会話スクールとの併用で
さらに効果がアップ!
　子どもが小さい時は、パパやママ以外に
も英語を話す人がいるという状況を作るこ
とが非常に大事です。幼児は、その言語を
誰が話しているかに大きく影響を受けます。
一人しか話さない言語にはやや冷ややかな
反応をしますが、話す人が複数いる場合、
安心してその言語を自分も話し始めます。
　また、少し大きいお子さんも、家庭内の英
語を外の世界で通用する英語に昇華させ、
さらに広げるという
意味で、英会話ス
クールは非常に効
果的だと思います。

　「家でも英語の歌をうたい、毎週楽しみに通
っています」。子どもが英語大好きっ子になり、
保護者満足度も96%と非常に高い。1歳半～
2歳半のベビーコースからあり、2歳半～未就園
児クラスは2時間半のプリスクールコース、30
分、45分間のプレイルームコースが大人気！3
歳以上は“聞く・話す・読む・書く”の英語４技能
を総合的に伸ばすコースを用意。定期的にテス
トを実施し、成果を実感できる成績表がもらえ
る。保護者用カリキュラムや参観があるのも嬉
しい。英検や、短期講座、季節のイベントなども
充実。月謝制・便利な振替レッスンで無理なく
続けられるのも嬉しい！まずは体験レッスンへ。

1歳半～英語耳を作る最高環境
ネイティブ並の発音が自然に身につく英会話スクール

特典 「シティライフを見た」　（2月末まで）

1、入会金15,000円（税別）→全額免除
　体験レッスン後即日入会のみ 
　※即日入会以外は50%OFF
2、体験レッスン初回無料
3、入会セットプレゼント
4、スクールバッグ（小学6年生まで）プレゼント
※各特典利用は、レッスンを3か月以上継続される方に限る

茨木市末広町1-1　井原興産ビル５Ｆ
受付/11時～19時
（土曜日：10時～18時）　
休/月・日・祝

2072-632-5578

●茨木校
高槻市紺屋町6-5  イマホリビル2F
（駅前郵便局前）
受付/10時～21時（土曜日：10時～18時）
休/日・祝

2072-685-7212

●高槻校

英検・英検Jr　受験会場認定校

http://english-w.jp［姉妹校］千里中央校、緑地公園校、豊中校、塚口校
イングリッシュワールド茨木・高槻
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▶プリスクールコ
ースでは先生と
一緒にランチも！

▲担任制によるレッスンだから一人
ひとりをしっかり見てくれる。

◀体験レッスン随時受付
中！プロの外国人講師と日
本人スタッフによる楽しみ
ながら夢中になれる内容。

　幼児や子どもに“身につく”英語を30年間教え続けてきた実
績を持つ「アップル」。そんな同教室のプログラムは、園庭で
の開放的なレッスンやピクニックなど「遊びながら学ぶ」こと。
これによって子どもが英語への好奇心を高めていき、生きた英
語が自然と身についていく。全クラスにネイティブと日本人の
W講師制なので、実用的な発音や英語圏での常識が学べ、
個人毎の習得度を見極めるきめ細やかなサポートが可能に！

好奇心で学ぶ“身につく”英会話スクール
3月末までの入学金無料キャンペーン中

子ども英会話スクール

随時、無料体験レッスン受付中！

子供えいご館 アップル 
茨木

● ２歳～高校生まで各レベルあり（月～土）
● 小学高学年からはＬＬによる音声、文法の指導あり
● 幼児スペシャルクラス（午前）/工作、外遊び、音楽、
　体操など全て英語で行う（おやつタイム有り）
● 無料で受けられるエクストラレッスン実施
● 振替制度利用で欠席のロスなし

2072-643-5874
「えいご館アップル」で検索可　

スマートフォンサイトHPで動画配信中

茨木市上野町2-25

スクールバス内にも講師が添乗し通学中で
も英語に触れられるよう、DVDを上映したり
歌やゲームを使ってレッスンを行なったりする！

只今入学金無料キャンペーン中！
※3月末までの申し込み（4月入学も可）

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！

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。

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

ＭＢＳアナウンサー コトノハ
ものがたりの世界２０１７

　ＭＢＳアナウンサーによる朗読イベントは初演から2２年を迎え、今回は
「豊中市立文化芸術センター」のオープニングに合わせての公演となる。
出演アナウンサーは２２人（予定）で、ゲストには、ＭＢＳテレビ「ちちんぷい
ぷい」の人気コーナー「とびだせ！えほん」でおなじみの絵本作家・長谷川義
史さんが登場。ＭＢＳアナウンサーの「コトノハ」と長谷川さんの絵で紡ぐ
「ものがたりの世界」を昼公演、夜公演と趣向を変えて届けてくれる。
【昼公演の見どころ】
　発行部数が４０万部を超える、大ベストセラー絵本のぶみ作「ママが
　おばけになっちゃった（講談社）」や、かこさとし作「どろぼうがっこう」（偕
　（偕成社）など子どもから大人まで楽しめる6作品を。
【夜公演の見どころ】（未就学児不可）
　宮沢賢治　作「セロ弾きのゴーシュ」や
　人気の女性時代小説家の高田郁さんの作品など大人の皆さんに
　 じっくりきいていただける5つの物語を朗読。

おすすめ
情報

【公 演 名】 ＭＢＳアナウンサー　コトノハ　ものがたりの世界２０１７
【開 催 日】 平成２９年３月５日（日）　【開演時刻】 昼公演：１３時～、夜公演：１７時半～
【開催場所】 豊中市立文化芸術センター（豊中市曽根東町　阪急宝塚線曽根駅より徒歩5分）
【出　演】 ＭＢＳアナウンサー２２人（予定）、ゲスト:絵本作家　長谷川義史さん　
【入 場 料】 昼公演　大人１８００円、子ども５００円（４歳～中学生）
　　　　　夜公演　一律１８００円　（未就学児入場不可）　※全席指定・税込
【チケット】 各プレイガイドなどで一般発売     チケットぴあ0570-02-9999【Pｺｰﾄ：゙454-717】
ローソンチケット0570-08-4005【Lｺｰﾄ：゙ 54601】  CNプレイガイド0570-08-9999　イープラスhttp://eplus.jp
【お問い合わせ】「ものがたりの世界」公演事務局　TEL.０６-６５３８-９９４４（受付10時～18時）

MBS 松川アナウンサー

メールか郵送にて。応募の動機、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、ＴＥＬを記載し、
上半身と全身のお写真をお送りください（随時受付）。
〒566-0001　摂津市千里丘1-13-23　シティライフ キッズモデル係　
メール　info@citylife-new.com
※ご応募いただいた方は登録をさせていただき、ご依頼する際は編集部からご連絡させていただきます。

CityLife キッズモデル募集
グリマム特集で、読者モデルとして実際に体験をしていただけるキッズ
を募集しています。

応募
方法 
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