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家庭英語を一言でいうと… 
英語のある環境を、できる範囲で、家族で、楽しみながら、おうちの中に作っていくことです。 
１．English for communication. 
２．English for career. 
家庭英語は、English for communication.になります。 
その最大の特徴は、この3点 
１．正しいより楽しい   です。 
親が先生になって、子供に教えるものではありません。 なので、家庭によって、その内容は様々に異なりますが、共通しているのは、

親子で家族で、英語のある暮らしを楽しむスタイルです。 
お母さんが先生になって、カリキュラムを組む必要もありません。 
ただ、きっかけは大人の誰かが作らないと、子供は勝手に始めませんので、お母さまが楽しいと思えることから、楽しいと思える範囲

で始めていくのが大事になります。 
子供が英語に応えてくれようが、無視しようが、気にしないくらいの図太い気持ちも、実は大切です。英語の文法、発音、細かいこと

は気にしないで、できることを探して始めてみましょう。 
知っている英単語の数を増やすことよりも、大切なこと。 

1. 英語と気持ちが結びつく働きかけの大切さ。気持ちを表す形容詞。 
2. たくさんのフレーズをすべて英語にしようと頑張りすぎないで、１つ１つ確実に、楽しんで言えていると、自覚できるくらい言える

ようになってから、言えるフレーズをさらに増やしていきましょう。 
毎日必ず使うフレーズをpost itを貼らなくても分かるくらいのピンポイントにして、言い続けること。 
Dinner is ready. 
Bathe is ready. 
Brush your teeth. 
Go to bed. 
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２．We are hikers on Mt. English  
   誰かと競争する必要はありません。  
ハイキングは、咲いている花をめでたり、遠くの山の景色を見たり、歩いていくこと自体を楽しめるものですよね。 家庭英語は、ハイ

キングです。  いろんな人に出逢って、楽しんでハイキングしましょう。 
疲れたら、休憩。後から来た人には、 
「お先にどうぞ」  
また歩けるようになったら、歩き出しましょう。 
 
3.英語の能力を証明する必要はない。  
  楽しむのに資格はいらない  
母国語に置き換えて考えてみると、幼稚園の時、日本語検定なんて、受ける必要はありません。なのに、今は、幼稚園児の英検受

験者が増えています。英検の前の、ジュニア英検やら、ようするに、早くから、検定試験を受けさせる英語教育が、どんどん増えてい

ることへの懸念。 
なぜ良くないのか？  
 
英語の耳と英語の口の話  
   英検対策をしたために、本当に英語を聞ける能力を育てられなくなってしまう。 
   日本語に置き換えると分かること。  
    
   英語を本当に聞き取るとは、英語を、空の上から見下ろして、何が雲の中に隠れているかを想像できる力。 
 
   英検対策で英語が聞こえるようにするため身に着ける力は、英語の文章を下から見上げる聞き方。  
とりあえず、聞こえたような気がする単語をひろって、内容を想像する聞き方。 
 
この二つは、全く違う英語の耳です。  
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   なぜ、こうなるのか、リスニングの英検対策を例にして、考えてみましょう。 
     4つの選択肢の中から、1つを選ぶ。  
    例  Tom went to the library to borrow the book yesterday.  
   選択肢にあるのはたいてい、 

A) Mike went to the zee to see the animals yesterday. 
B) Mike went to the library to return the book yesterday. 
C) Tom went to the library to return the book yesterday. 
D) Tom went to the library to borrow the book yesterday. 

 この中から、絶対にありえない選択肢を、まず、二つ消すことから始めます。 
そして、2つの選択肢の中から、自分に聞こえた英語のある方を選ぶ。 これが、幼い子供達が、英検を受けるとなると、取り組む英

検対策リスニング勉強になります。 
 
子供は聞くと同時に、読んで、そして選ばなくてはならないので、純粋に聞くことができなくなります。 
思い出してください。日本語の読み聞かせは、純粋に、日本語を聞くことからスタートすることを。 だから子供たちは、日本語の朗読

は、本がなくても理解できるのです。 
英語も言語ですから、同じことが言えます。 
 
純粋に英語を聞く時代、そして、それを正しいとか間違っているとか判断されることなく、自由に口に出せる時代に、それ

をしないで、いつすればいいのでしょう。 
 
本来、英語は、雲に隠れている単語がたくさんあります。 
    I don’t know what it is. を例に挙げて考える。 
   アイドナ ウァディディズ 
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英検を早くから受けさせることの弊害  
 
English for communicationと、English for career の違い 
 
二つの根っこは同じですが、本来は、母国語である日本語がそうであったのと同じで、English for communicationが先に来てから、

その茎から、English for Careerが伸びてくる感じが自然なのです。 
この順番を間違えると、英語を本当に聞く力が育っていないため、内容が難しくなってくると、もう対応できなくなってしまいます。 
 
子供が自分で受けたいと意思を持っている場合は別ですが、そうでないのに、周りが受けるからなんとなく受けた方がいいので

は、、、などと、親が強制して受けさせると、 本来育つべき、本物の英語の耳が育たなくなってしまいます。 
 
英語を上から全体としてとらえた聞き方が、これから将来にわたって、ずっと子供の英語力を支えてくれる本物の聞き方です。 
 
じやあ、具体的にどうしたらいいの？  
ここからは、本物の英語の耳と、口を育てていくにはどうしたらいいのか、その具体的な方法を、お伝えしていきます。 
 
英語のリスニングとは  
クッションがある上に、英語が上からふんわり乗っかってくるイメージ。 このクッションを作ることが、まず大切です。これがないと、み

んな下に落っこちてしまうため、聴けません。このクッションのくぼみに隠れている英語を想像しながら聴けることが、本当のリスニン

グ力になります。 
YouTubeを、天然の英語耳を育てるために、最大に生かす。  
 
① Youtubeのネィティブの幼児向けアニメを探して、子供と一緒に見てみる。 
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Pocoyo , Peppa Pig 
ディズニーをいきなり英語で見ようなどと、ハードルを高くしすぎないようにするのがおすすめ。 
② 読んでみたい本を、子供と選んでみて、それを朗読している人がいないか、Youtubeで検索してみる。 

 
これはいい！と思った朗読が見つかったら、その本を買ってみると、発音や読み方が分からなかったらどうしよう・・・という不安がなく

なり、安心して本を楽しめる。 
小学生だったら、もう、お母さんのお膝で絵本を読む時代は卒業しているので、 
「一緒にYoutube先生の朗読を聞こう。お母さんも一緒に勉強して、英語が上手になりたいなぁ」という語りかけがベター。 
 
英語のスピーキングとは 
 
口の中に、英語を話す筋肉を育てていくこと。 
 
早口言葉は、英語の耳と、英語の筋肉を鍛えるのに最適  
その理由 
① 英語を上からとらえ、川の上に、飛び石を投げるような感じで、勢いをつけて言ってみることができる。 
② 正しい間違っていると、気にしないでいい。  

 
   とにかく、耳から聞こえた内容を、口に出して実際に言ってみるという繰り返しが大切。 
Speakingによる、speakingにならないことが大切。 
例） 英会話教室のよくある会話リピート。 How are you? I am fine, thank you. など。 
聞いた言葉を口に出すのであれば、それが、間違っていても、宇宙語でも気にしない。むしろ、それが自然。 
 
 
最後に、「家庭英語」を楽しむのに必要なマインド  
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① 家庭英語を楽しむために、一番大切なのは、家庭の太陽であるお母さんが、英語のある暮らしを楽しむことです。 
 
② コミュニケーションのための英語は、子供の最終兵器ではありません。 
   子供にとっての、縄跳びのような、遊びの位置づけで、捉えて頂きたいのです。 
 
English for careerとしての英語とは、違って、遊びの中に、身近な存在として、英語があることが、我が子を含む、全ての子供たちに

とって、有益なことだからです。 
 
我が娘は9歳。お友達の中には、二十跳びが30回とか、できる子もいるようです。 
そんな時、できる子は堂々と、技を披露し、できない子は、その子に教えてもらおうとしたりしますね。英語もそれと同じです。 
英語を、何かものすごい能力としてとらえなければ、できる子もできない子も、縄跳びのように、英語で一緒に遊べるのです。 
 
コミュニケーションのための英語を育てていくには、それを楽しむ長い時間と、もう一つ、一緒に楽しんでいける仲間が必要で

す。  
我が子の周りの子供達にも、同じように、英語で遊べるような環境を作っていくことが、巡り巡って、我が子の英語環境をよりよくし、

キャリアのための英語学習が始まっても、その大変な道を歩いて行ける力を養っていくと思います。 
 
親も子も、コミュニケーションのための英語力を身に着ける家庭英語においては、レースをしているのではなく、ハイキングをしている

ハイカーなのです。 
 
Instagram：	 happy_pitan (すべての情報、記録、我が家の日常が分かります。) 
Youtube：  English at home is fun !! 家庭英語は楽しい  
Podcast: englishathomeisfun.com 
 


