
「英語のアルク」だからこそできること
アルクは 1969 年創業。「英語の生の音」に触れら

れる音声教材から始まり、“英語のアルク” ならでは

の実践的な語学力を身につける教材の開発を、「地

球人ネットワークを創る」というスローガンのもと、

50 年以上にわたって行っています。

現在は多数の書籍や教材を、乳幼児から小学生、中

学生、高校生、大学生、そして社会人などの一般英

語学習者を対象に提供。今までの教材開発のノウハウをもとに、子どもたちが将来グローバル社

会で活躍できる「真の英語力」を身につけられる教材の開発や、充実したカリキュラムの英語教

室作りに力を入れて取り組んでいます。

入会のご案内
対象●2 歳～中学生

アルクは 1969 年創業。「英語の生の音」に触れら

れる音声教材から始まり、“英語のアルク” ならでは

の実践的な語学力を身につける教材の開発を、「地

球人ネットワークを創る」というスローガンのもと、

50 年以上にわたって行っています。

現在は多数の書籍や教材を、乳幼児から小学生、中

学生、高校生、大学生、そして社会人などの一般英

語学習者を対象に提供。今までの教材開発のノウハウをもとに、子どもたちが将来グローバル社

会で活躍できる「真の英語力」を身につけられる教材の開発や、充実したカリキュラムの英語教

室作りに力を入れて取り組んでいます。
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“自分のことばで伝える力” を伸ばします

は

アルク Kiddy CAT 英語教室のレッスンでは英語が主体。
英語をたくさん聞いて、英語の耳を作りながら、
「使える英語」を身につけます。
少人数制のレッスンでゲームやチャンツ、歌などの
アクティビティを通じて、英語を楽しく学び、
自然に慣れ親しんでいきます。

「使いながら覚える」レッスンを通じて、英語の
「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能を
バランスよく身につけていきます。
同時に、与えられた課題について自分なりに考え、
意見をまとめる活動も行い、
「自分のことばで伝える力」に必要な思考力や分析力も育みます。

アルク Kiddy CAT 英語教室の教材に多く取り入れて
いるのが「自己表現活動」。
小学校低学年では身近なことについて話せる基礎的
な力を身につけ、高学年では「思考力」「判断力」
を養い、自分の考えや気持ちを伝える「表現力」を
身につけていきます。

2 歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳
小学生幼児 中学生

小学生コース2～ 3歳コース 4～ 5歳コース 中学生コース

10歳 11歳 12歳 13歳

英語をたくさん「聞く」

課題について「考える」

英語で「伝える」

コースの紹介

子どもたちの発達段階に応じたアルク Kiddy CAT 英語教室のカリキュラム。
英語での確かなコミュニケーション力を育むとともに、4 技能をバランスよく身につけていきます。

�



レッスンの流れ

1 2 3

4 5 6

２～３歳コース

DVD
●教材には英語の歌や楽しいアニメが
　収録されたDVDで楽しく学ぶ

●レッスンを通じて子どもたちの大好きな
　食べ物、動物、乗り物などの単語を、
　基本的な会話表現と一緒に学ぶ

●アルファベットの文字や音にも触れていく

ブックレット
●DVD教材に収録された全てのスクリプトと
　日本語訳を掲載した保護者用ブックレット

●「親子でゲームタイム」など、家庭で楽しく
　 英語に触れるアクティビティも掲載。

この年齢の特性に合わせた場面や状況から英語を英語のままダイレクトに理解

する力を存分に生かしたコース。レッスンは親子で受講します。

先生の英語による話しかけで進行し、教材の DVD に合わせて親子で英語を

学んでいきます。クラスみんなで行うアクティビティやゲームを通じて、大人も

子どもも一緒に英語感覚を身に付けていきます。

※教室によっては、2～ 3歳コースを募集していない
　場合もございます。あらかじめご了承ください

親子でスキンシップを
とりながら、 リズム遊び

親子で楽しく英語に触れて慣れ親しむ

“Let’s play” など、
さまざまなフレーズを使って

友だちと遊んだりすることができる

アルファベットの文字や音、
その文字から始まる単語に触れる

レッスンに出てくる表現の
やり取りを楽しむ

学習目標

教材内容

入室・はじめのあいさつ
出席確認 メインフレーズ 歌、ライム

アルファベットと単語あそび アクティビティ、ゲーム 終わりのあいさつ

２・３ 歳

開始対象年齢

※上記は一例です

 対象年齢　  2・3歳 *  からスタート

 レッスン時間　 週 1回、40分

 教材費 （1学期分）　 4,400 円（税込）
※学期ごとの教材配布

●教材の内容（1学期分）
『アルクの abc』DVD教材 1枚
ブックレット（保護者向け、日本語対訳付き）

＊本年度中に 3～ 4歳になる子どもが対象

�
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4 5 6 7

レッスンの流れ

�

Greetings　&
Attendance Song 単語、表現、日常表現

色、数、形、動詞 Alphabet Story Time Farewell

４～５歳コース
開始対象年齢

4・5 歳

アクティビティブック
●英語を思わず口にしたくなる、
　アルファベットとフォニックス、お話がいっぱい

●おうちでできる「音が出るペン」対応の
　アクティビティで英語力アップ

DVD／ CD
●幼児が主人公のアニメーション、歌や単語コーナーの
　入ったDVDで英語をインプット

●耳から自然な英語のリズムやイントネーションをインプット

テキスト
●楽しい絵と音声で、自分や身の回りのことを
 　「表現する」「話す」ための英語をインプット

●「音が出るペン」対応のアクティビティ、発表
　コーナーで学習内容を定着

音が出るペン
●「音が出るペン」対応のイラストやアイコンを
　タッチするとすぐに音を聞くことができる

●自分の発音の録音・再生ができるので、
　音声と自分の発音を比べて、発音力をアップ

2 年間のコースを通じて、自分のこと、自分の意思、身の回りのことを
センテンス（ 1 文程度）で言えるようになることを目標に、小学生コースで
4 技能をバランスよく身につけるための土台づくりとして「表現する」「話す」
ためのたくさんのインプットを行います。「よく聞く」→「声に出す」→「自分の
ことを話す」の 3 ステップをコンセプトとし、たくさんの “英語で伝える”
アクティビティを通して、「自分のことばで伝える力」を育みます。

英語にたくさん触れて慣れ親しむ

● 1 年目 ● 
聞いてわかることを増やし、自分へ
の質問に反応したり、英語で答え

たりすることに挑戦する

● 2 年目 ● 
自分への問いかけに英語で言える
ことを増やし、 先生や家族、 友達との

簡単なやりとりに挑戦する

学習目標

教材内容

●教材の内容（1年分）
テキストブック 1 冊
アクティビティブック 1 冊
DVD教材 1 枚
CD教材 2 枚
音が出るペン 1 本

 対象年齢　   4・5歳 からスタート

 レッスン時間　  週 1 回、50分

 教材費 （１年分）　  18,700 円（税込）
　　　　　　　　　音が出るペン 6,380 円（税込）
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レッスンの流れ

小学生コース

�

映像・音声教材と連動したテキストを使用し、4 技能をバランスよく伸
ばしていくカリキュラム。新しい単語や表現を理解し、アクティビティな
どで使いながら覚えそしてテキストの中で繰り返し出合うことで定着させ
ます。また、学んだ音のイメージを文字に結びつけられるようフォニック
スも導入し、自分のことばとして「伝える力」を身につけます。

対象年齢　  小学生からスタート

レッスン時間　   週 1 回、50分

教材費 （１年分）　  18,700 円（税込）

英語の歌で
単語に触れる

動作動詞をジェスチャーを
付けながら学ぶ

基本的な日常会話表現を学ぶ 会話練習で使える単語や文型を増やす

自分のことばとして英語で
「伝える力」を身につける

正しい英語の発音、イントネーション、
リズムを身につける

子ども同士でフルセンテンスを使って
質問・回答ができる

相手に1週間のスケジュールをたずね、
自分のスケジュールを答えることができる

自分や家族、身近な人の日常について
話したり、未来のこと、将来のことに
ついて話したりすることができる

学習目標

教材内容

Greetings　出席確認
Hello song Sing & Do Say & Do

Say & Act Say & Learn Phonics Farewell

ワークブック
●主に宿題用として使用
●レッスンでの学習事項を復習し、 ドリルを通じて定着させる
●聞いたり書いたりする問題で身につけていく

DVD／ CD
●DVDではストーリーから、英語での会話の内容を
　推測する力をつける
●日本語を介さずに、学習する表現や単語の意味を
　理解できるようにする
●CDで繰り返し英語にふれ、定着につなげる

テキストブック
●実際に英語を使う場面を意識しながら、
　学習素材に触れ、英語の基礎力を身に付ける

●語いは、子どもたちが実生活の中でよく使うものを厳選

●英語でも母語と同じように、
　言いたいことを伝えられる力を伸ばす

STEP
1・2・3

開始対象年齢

小学生

●教材の内容（1年分）
テキストブック 1 冊
ワークブック 1 冊
DVD教材 1 枚
CD教材 3 枚
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レッスンの流れ
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Q&A活動、
テーマの導入と
確認、歌

スキットでテーマの
導入、 表現活動
タスクなど

スキットでテーマの
確認、 テーマを
深める活動など

テーマに関連した
リーディング、

インタラクション活動

発表と
フィードバック、
自己評価

1回目の
レッスン

2回目の
レッスン

3回目の
レッスン

4回目の
レッスン

小学生コース

自分や家族などの最近の出来事や
過去の出来事について話すことができる

身近な地域や自然、天気、季節、
気候について話すことができる

身近なことについての課題を自分で考え、
その内容を絵や写真など用いて発表できる

まとまった長さの文を聞いたり
読んだりして理解し、感想などを

伝えることができる

学習目標

Greetings
出席確認

Warm-Up Think & 
Talk 1

Think & 
Talk 2

Read &
Think

自己表現活動 Farewell

ワークブック
●英語表現や語いなど、レッスンで学習した内容を復習する

●読んで答えるだけでなく、聞いたり書いたりする課題を
　通じて、家庭学習でも英語の4技能を総合的に伸ばしていく

DVD／ CD
●テキストブックのテーマに関連したスキットと、キーセンテンスを収録
●プレゼンテーションの参考動画で自己表現活動の予習が家でもできる
●CDで繰り返し英語にふれ、定着につなげる

テキストブック
●子どもたちに身近で、学校でも学習項目として登場する要素を
　盛り込んだトピック

●難易度の高い英語表現が登場しても
　背景知識を活用して内容を推測できる力を養う

●素材を聞いたり読んだりしてテーマについて考え、
　自分の意見が言えるようにする

教材内容

小学校高学年の子どもたちの知的興味とKiddy CAT 英語教室での
英語学習歴をかんがみてカリキュラムを構成。「テーマ学習」を取り入れ、
STEP 1 ～ STEP 3で身につけた英語の基礎的な知識を伸ばしながら、
「考える力」を身につけさらには発信力までつなげます

「考える力」を養い
英語力を活用して表現する力へ

＊原則として、小学校低学年で STEP1・2・3を
　履修した児童が対象

STEP
4・5・6

開始対象年齢

小学生

対象年齢　  小学生 *からスタート

レッスン時間　  週 1回、60分

教材費 （１年分）　 18,700 円（税込）

●教材の内容（1年分）
テキストブック 1 冊
ワークブック 1 冊
DVD教材 1 枚
CD教材 3 枚
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レッスンの流れ

※上記は中学生コース１の一例です。レッスンの流れは教室ごとに異なります。 �

中学生コース

中学生コースでは、英語教室でこれまでに培ってきた表現力をベースに、
文法や語い力の基礎固めを行い、発信力をさらに鍛えていきます。
中学英語をしっかり定着させ、かつ、英語を実際に「使いこなす」力を
身につけます。

その日の
学習事項の

ポイントのまとめ

先週の
学習内容の
復習

対話力と発表力を
伸ばす、

アクティビティ活動

教室によっては
副教材を利用して
英語力をさらに強化

中学英語を定着させ
確かなコミュニケーション力を育成する

まとまった量の英語を聞いたり、
読んだりして内容を理解し、

自分の意見を伝えることができる

場面や状況を説明したり、
ある場面の展開を想像して、
伝えたりすることができる

テーマやトピックについて、
理由を含めながら自分の考えを
プレゼンテーションすることができる

学習目標

教材内容

Farewell
まとめ副教材の利用Act First!Greetings

出席確認
宿題の確認

復習

中学生コース（1年目）の教材
●Bridge!

●Act First!

中学生コース（2年目）の教材
●Act More!

※原則として、小学生コースを履修した生徒が対象

※教室によって異なります

※教室によってレッスン時間は異なります

※教室によっては、中学生コースを募集していない
　場合もございます。あらかじめご了承ください

・動画 *や文字カードを併用しながら、「文」の仕組みを感覚的・体験的に学ぶ
・中学での学習の準備段階として、英語の「文」の大原則を整理する

・中学生に身近なトピックについて、楽しみながら発信力を高める
・イラスト描写、インタビュー、プレゼンテーションなどを通して、
   発想力を養いながら、まとまった量を話すことに慣れる

・「好きな人」「ホームステイ」「日本を知る」などの幅広いテーマについて、
   自分の意見を伝える力を養う

開始対象年齢

中学生

対象年齢　   中学校 1・2年生からスタート

レッスン時間　   週 1 回、60分～ 90分

教材費 （１年分）　   各　6,336 円～（税込）

※上記コースブックのほか、教室によってはプラスして、副教材を使用する場合もございます

＊レッスンのみで使用



お問い合わせ先

入 会 の ご 案 内

生 徒 ・ 保 護 者 の 声

サポートセンター

0800-800-8431

入会を希望の場合は、お近くの教室へ直接、お問い合わせ・ご相談ください。
無料体験レッスンも各教室にて実施しております。

お近くの教室をお探しの場合は、下記までお問い合わせください。

https://kc.alc.co.jp
※入会金、月謝につきましては、各教室によって設定が異なりますので、直接、教室までお尋ねください。
　入会に関する詳細、注意事項につきましては、入会時にお渡しする「入会規約」をご覧ください。

（土日祝除く、平日 9 時 30 分～ 17 時 30 分）

レッスンでは毎回大好きな友だちと会えるので、教室へ通うの

が楽しみです。友だちと一緒に行うゲームは頭を使わないとで

きないので、やりがいがあります。教室独自のイベントやレッ

スンでの活動など、英語教室に通っているからこそ体験できる

ことも多いと思います。イベントを通じて友達が増え、友達と

競うことで英語が分かるようになるので、頑張って勉強してい

ます。これからも英語の勉強を続けて、いつか海外へ行ってそ

の国の人と英語で話をしたいです。そして将来はロボットエン

ジニアになって、英語を使って海外の人と意見交換ができるよ

うになりたいです。（泰成くん）

英語教室は通っていた習い事の中でも楽しく、

そして継続できたものの一つです。先生はとて

も熱心に指導してくださり、一人一人を見てき

ちんと評価してくださいました。先生の熱意に

応えるように、宿題もきちんとやっていました

し、レッスンにも前向きな姿勢で臨んでいまし

た。先生はよく褒めてくださって、それがうれ

しく、英語への自信にもつながりました。その

自信があったからこそ、中学や高校では弁論大

会に挑戦しましたし、英語の勉強も一生懸命取

り組んでいました。将来は医療分野で英語を

使って働けるよう、大学で専門的な知識を身に

つけると同時に、培った英語力をさらに伸ばし

ていきたいです。そしてさまざまな経験を通じ

て恩師であり、憧れの女性でもある英語教室の

先生に少しでも近づけるよう、人としても成長

していきたいです。

最初は不安と緊張の連続だったようで、くじけてしまうようなこ

ともありました。しかし今では予習や宿題を自ら行うほどになり

ました。レッスンでの発表や回答が納得のいかなかったときは悔

しがっている姿も見られ、その姿を見て学習者としての成長を実

感しています。これからも教室に通い続けて、英語を学ぶ楽しさ

や厳しさを体感し、さらに英語力を武器に、自分の力でさまざま

な可能性を切り開いていってほしいです。（美季さん）

赤羽泰成くん ＋ 美季さん （お母様） 斎藤伶奈さん

※取材当時の学年・在籍年数です。

小学 5 年生 Kiddy CAT 英語教室 高崎教室 7 年在籍 Kiddy CAT 英語教室 
きのみイングリッシュルーム 卒業


