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グルメシティ 本山店 神 戸 市 東 灘 区 岡 本 1 - 9 - 6
（JR摂津本山駅・阪急岡本駅より徒歩3分）1078-451-1501

アルバイト
フリーター・主婦の方大歓迎

♦基本時間給♦ミート・デリカ：900円、早朝補充：950円
♦募集担当業務♦ミート、デリカ、早朝補充
♦時間♦ミート・デリカ ： 8:00～12:00、13:00～17:00　
　　　   早朝補充 ： 7:00～11:00
♦待遇♦交通費月額20,000円まで支給、制服貸与、従業員購入制度、年次有給休暇
　問合せなどは、下記電話番号、担当：衣笠・福田までご連絡ください。

急募急募
大学受験を考えている高校生の親子モデルを募集しています。紙面の
取材で、難関大合格者の秘訣など役立つ話が伺えます。ご応募はメー
ルか郵送にてお送りください。郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、ＴＥＬ
を記載いただき、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「高校生」読者モデル係
メール info@citylife-new.com

CityLife 高校生親子読者モデル募集中

ご依頼する際は
編集部からご連絡
させていただきます

CLポイントアプリはiPhoneの「App Store」や、アンドロイ
ドの「Google play」で無料でダウンロードできます。

「CLポイント」で検索して
アプリをダウンロード
※CLポイントの
　ホームページも
　ご参照ください。

「使って貯める」時は「使う」だけでポイントも貯まります！

■詳しくは、http://cl-point.com 【問い合わせ先】E-mail clpoint@citylife-new.com FAX 06-6368-3505

CLポイントをダウンロードしよう

お店のスタッフに「CLポイントを利用」と伝え、
精算時には、アプリを準備しよう。

100ポイントプレゼント！100ポイントプレゼント！
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2020年に小学3年生から必修化となる小学校の英語教育。オンライン英会話
『レアジョブ』広報の荒川さんに、子どもたちの将来の英語事情をうかがいました。

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。（株）レアジョブが調査した英
語に関する意識調査の結果からも、その必要性が見えてきます。

　同社調べによると、日本社会で英語が必要と感じている大人は既に7割を超えている。し
かし、日本国内で仕事をする分には、英語が話せなくても現状はほとんど支障がない状況で、
現に必要と感じている人が多いものの、英語を自分事化できている人はわずか2割という結
果が出ているそうだ。「しかし、今の子どもたちが大人になる頃には、もっと世の中が変化し
ていて、国内にいても英語が必要になっているでしょう。訪日外国人の増加で街中に外国
人が増え、外国人社員を採用する企業も増加しています。また、国内で日本人向けに商売
をしていた人たちも、お客さんが外国人に変わっていくかもしれません。彼らとコミュニケーシ
ョンを取るためには、英語を話せることが前提です」と荒川さん。
　また、学校教育もそのように変化してきている。「2020年に改訂される指導要領では小学3
年生から英語の授業が開始され、大学入試では筆記の試験だけではなく、『聞く・話す・読む・
書く』の4技能が重視されたものへ既に変わり始めています。学習科目としての側面が強かっ
た英語は、コミュニケーションにおいての必要性がどんどん高まっていくでしょう」と話す。ネイテ
ィブ並みの言語習得は10歳が臨界期という説もあるので、早く始めたほうが有利と言えそうだ。

初回レッスンで9段階レベル診断を行うことで、お子様に合った内容でレッスンを実施。
アルファベットのAから始めてフリーカンバセーションができるまで、歌やゲーム、パペット
を使い、分かりやすく飽きないレッスンが受けられます。詳細は上記HPへ。

こども専門オンライン英会話 「リップル・キッズパーク」
https://www.ripple-kidspark.com

オンライン英会話 　「レアジョブ英会話」
https://www.rarejob.com

株式会社レアジョブ
（RareJob Inc.） 
東京都渋谷区神宮前6-27-8 
京セラ原宿ビル2F

［取材協力］

Q1：あなたは日本社会全体にとって、
英語が必要だと感じていますか？
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Q2：あなたは今後、
英語を話せるようになりたいと思いますか。
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Q3：あなたが、自分事と捉えることが出来ている理由のうち、最もあてはまるものを教えてください。
既に英語を話す必要に迫られているから

（仕事・プライベート含む）

【日本人の英語に関する意識調査結果について】※レアジョブ調べ
調査期間：2017年1月24日～1月25日　　調査対象：18歳～69歳の社会人男女
回答数：551名　調査手法：インターネット調査

外国人との交流や友達を作りたいと考えているから
（海外旅行も含む）

今の仕事で昇進のチャンスがあるから
職種転換など、キャリアチェンジが見込めるから

就労条件にある程度制約があっても、
英語を話せることで一定の収入が見込めるから

ボランティアなど社会貢献活動をしたいから

その他

転職する際に年収アップが見込めるから

自分の子どもに英語を教える必要があるため
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　ネイティブの先生と触れ合いながら
日常生活の中で英語のシャワーを浴
び、英語力をぐんぐん伸ばす英語保
育園。経験を通して豊かな表現力を
身につけ、目標を持って物事に取り
組み、一日一日を楽しみながら自然に
英語を習得できると好評。成長に応
じた年齢別の“PERAPERA”独自の
カリキュラムに基づいたレッスン。1歳
から通え、異年齢児の交流でお互い
を高めあう。土曜日も開園しているの
で働くママも大助かり。バイリンガル
の日本人スタッフや保育士もいて、し
つけやマナーまでしっかり指導してく
れるので安心だ。

読み書きなどに加え、子どもたちの好奇心をくすぐるサイエンスや
体操、アートなど色 な々角度から英語を学ぶ。先生は一人ひとりの
個性を大切にしながら接してくれる。

イキイキとした様子の子どもたち。
「英語って楽しい！」と思えるレッスン
とアットホームな雰囲気が好評。

施設内はとても広く、子ど
もの笑顔あふれる教室
がいっぱい。

英語のシャワーで自然な英語力を
幼児期に必要なしつけもバッチリインターナショナルスクール

20798-22-7555
http://www.perapera-school.com/

西宮市今津巽町4-28　
メゾンエトワール1階
駐車場完備
営／8時～20時

　　英語＋保育PERAPERA 
SCHOOL
〈ペラペラスクール〉

西宮

久寿川久寿川 甲子園甲子園

西宮IC（JCT）西宮IC（JCT）
甲子園
球場
甲子園
球場

ららぽーとららぽーと

臨港線臨港線コーナンコーナン

コープ
こうべ
コープ
こうべ

今津
小学校
今津
小学校
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43
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甲子園球場近く、臨港線沿い

生徒募集中！

特典
「シティライフを見た」で
体験会1回無料
（3月末まで・要予約・新規の方のみ）

週 3回 週 4回 週 5回

43,000円

55,000円

20,000円

51,000円

65,000円

24,000円

59,000円

75,000円

28,000円

ショートコース
9：00～15：00

ロングコース
9：00～18：00
放課後コース
14：00～18：00

コース

ショートコース
9：00～15：00
ロングコース
9：00～18：00

※その他、延長有り。お気軽にご相談下さい。

※授業料

Saturday
コース
2歳以上

29,000円

39,000円

　大きな特徴は、アメリカのプリスクールを忠実に再現し
た環境と、全米で採用されているカリキュラム。「子どもが
本当に興味を持てるもの」をテーマに、音楽・ダンス・工作・
科学実験など楽しいアクティビティを実践。英語をのびの
び吸収できて、創造性やチャレンジ精神も身につく。まず
は気軽に無料体験へ。

アメリカで高評価の教育環境の中、
国際社会で通用する英語力と創造性を

プリスクール
幼児英語教室

レベルの高いネイティブ講師とバイリンガルの日本
人講師による少人数制。保育士免許を持つスタッ
フが常駐して、マナーなども指導する。

プレイグループ芦屋校打出
芦屋市春日町1-15 フリックコート1F
受／月～土　10時～17時

無料体験
レッスン
受付中!!

プレイグループ　芦屋   で検索

20797-23-2230
http://www.playgroup-ashiya.com

阪神打出駅より徒歩2分
JR芦屋駅より徒歩10分

43
阪神打

出

至神戸

阪神高速

至西宮
2

セブン
イレブン
セブン
イレブン

楠町

打出
特典 「シティライフを見た」で
● 入学金(10,800円～)を 無料（3月末まで）
● さらに3月末までに入会で、
   初月(4回分)の授業料が半額に

● プリスクール（1～4歳児・未就園児）
　2時間 or 4時間×週1回より
● キンダースクール（3～6歳児・幼稚園児）
● アフタースクール(小学生クラス)
● レッスン2回のお試しクラスもあり

　気軽に通える都度払い制（親子クラス）の
英語クラブ。歌やダンス、フラッシュカードを使
ったゲームなどを楽しみながら、ネイティブの
発音を吸収。英語圏の子どもたちがアルファ
ベットの読み書きを覚える学習法「フォニック
ス」にも力を入れている。親子の触れ合いや
ママ友との情報交換もたっぷりでき、充実し
た時間に。幼稚園クラスも募集中！

ネイティブ＆日本人講師のWティーチングでサポートしてく
れるので、英語に不慣れなママも安心。

※要予約　※体験予約は下記メールにて
※幼稚園クラスは母子分離

都度払いレッスンで気軽に
親子で楽しく英語をスタート

0歳～幼稚園児の
英語クラブ

1回料金：1,300円
回数券：1回1,100円×5枚セット（3ヶ月有効）
※「マミー＆ベビー」「プレクラス」は未就園児が対象。
※幼稚園クラスは若干名募集。詳しくは左記HPをチェック。

月曜

月曜

金曜

10時～（40分）

10時50分（40分）

10時50分（40分）

JR六甲道校

金曜 10時～（40分） 阪急六甲校

JR六甲道校

阪急六甲校

マミー＆ベビー
（0歳～）

プレクラス
（2歳～）

木曜

金曜

15時半～（50分）

①15時10分（50分）
②16時10分～（50分）

阪急六甲校幼稚園クラス
※月謝制

クラス/定員8組 曜日 時間 場所

koberokko.englishclub@gmail.com
（問い合わせ・予約はメールで、
携帯メールは拒否設定解除をお願いします）

2070-5509-4403
※レッスン中は電話に出られない場合もございます。
www.rokkokidsenglishclub.com

　　　 Rokko Kids English Club
〈ロッコウキッズイングリッシュクラブ〉

■JR六甲道校（六甲道勤労市民センター） ： JR六甲道徒歩約1分
■阪急六甲校（神戸青年学生センター） ： 阪急六甲徒歩約2分

六甲・灘

2

六甲道

六甲

JR六甲道校

山手幹線金沢
病院

フォレスタ
六甲
フォレスタ
六甲

阪急神戸線阪急神戸線

JR東海道本線JR東海道本線

阪急六甲校

無料体験会
随時受付中！


