
ご説明に先立って（園長） JICを発展させる・・・本園の方針と・・・英語に馴染むとの考え

言葉は耳から・・・母語・・・日常使う言葉 学習ではない 勉強ではない

JICでは 英語のシャワー 耳を鍛える・・・馴染む・・・言語獲得のプロセス

耳を鍛える補強として フォニックス 文字の綴（組み合わせ）で音が決まる。

ABCD は文字の呼び名で 音（おん）ではない・・・このことを知ったのは 2002年 香港日本人学校

帰国後 小学校の外国語活動にフォニックスを導入（チャンツ）で定着 ⇒ NHK クローズアップ現代で紹介（2006年）

2006年頃から全国の教育委員会でフォニックスの研修 ⇒ 教員の研修も始まる

2018年度から小学5・6年 教科化前倒し

フォニックスをお薦めするわけ・・・自らの負の経験・・・ローマ字得意だが 英文は声を出しては読めない 単語すら発音できない

もちろん書けない スペルの暗記は1文字ごと 今でも ORANGEと書けない。

りんごは えい ぴい ぴい える いい

ネイテイブの音で耳から指へ
JIC 良さ・・・変容

英語で話しかけられても「引く」ことがない
自己表現が活発
七夕の短冊・・・願い事は全て英語

英語の塾ではありません・・・ ハーモニデーやハロウィンで異文化にも触れる 参観していただけないのが残念



Japanese International Class 説明会

2022年度JIC(年長・年中)開設

シンガポール日本人幼稚園
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JIC(Japanese International Class)開設の思い

国と国のつながりが強くなるグローバル化が年々顕著に

なっております。これを受けて2020年度、小学校５年生
から英語が（必修）となりました。
そんな中、日本国内では、早期の英語教育に関心
を抱いている方々が増えてきております。
地の利あるシンガポールで、英語や異文化に触れ
ましょう。

ただし、母語の日本語をおろそかにすることはできま
せん。日本語をしっかりと理解し、日本人としての感
覚をもち、また英語を抵抗なく使える国際的な人材を
育成するのが、ＪＩＣです。

。



JICの概要
• 母語として日本語能力が確立している年長児の保護者様で、英語に触れる機会をお
子様に授けたいとお考えの場合が対象となります。 年中児の場合、ご家庭での意図
的な日本語環境にご配慮ください。

• JICは担任、アシスタント共に全て英語で子どもたちに働きかけます。英語の環境での
生活よって、英語への順応性が高まり、語彙も増えます。

• 日本人幼稚園の全ての行事に参加します。行事のみ日本語での環境となります。 日
本の伝統行事や季節ごとの集会に参加することで、日本人としての文化や習慣を学び
ます。

⇒ 日本人としての感覚をもち、英語を抵抗なく

使える国際的な人材を育成



シンガポール日本人幼稚園のJIC

1. 言葉は耳から・・・母語・・・日常使う言葉 (勉強ではありません）

2. JICではネイテイブ英語のシャワー（毎日6時間） 耳を鍛える・・・馴染む・・・言語獲得のプロセス

3. ABCD は文字の呼び名で 音（おん）ではない・・・このことを知ったのは 2002年 香港

4. 補強として フォニックス・・・文字の綴（組み合わせ）で音が決まる。

5. 幼い頃はチャンツが有効

PISA 世界トップレベルのシンガポール

英語を”教える”のではなく、

英語環境に”浸らせる” ことで” 自然”と英語が身につく
•



JICは日本人幼稚と一体
1. シンガポール人英語教諭とシンガポール人アシスタントの２名体制。毎日の保育活動を

英語で実施します。また、JICサポート日本人１名もおります。

2. 毎日、1時間程度のEnglish lesson/Hands-on sessionと、20分間の
Reading Programmeの時間を設けます。

3. 日本古来の伝統文化や行事に参加することで、日本人としての文化や習慣に触れます。

4. 外遊びの時間では、広い園庭や中庭（全天候）トラックフィールドで、のびのびと遊ぶ
ことができます。

5. 園内厨房で調理した、和食ベースの栄養満点な給食を提供します。

6. 体操プログラムでは、発達段階にあった運動遊びを専任者が行います。



JIC１日の流れ

Time Activities

9:00am Arrival and Free play

9:40am Outdoor play

10:15am Morning Assembly + Music and Movement

10:35am English lesson/Hands-on session

11:45am Lunch

1:10pm English Fun time/Pianica

2:00pm Reading Programme

2:20pm English Conversation

2:30pm Dismissal



時間 活動

9:00am 登園、自由遊び

9:40am 外遊び

10:15am 朝の会、Music and Movement

10:35am English lesson/Hands-on session

11:45am 給食

1:10pm English Fun time/Pianica

2:00pm Reading Programme

2:20pm English Conversation

2:30pm 帰りの会

JIC １日の流れ



English lesson/Hands-on sessionとは？

アクティビティと遊びを通して、
様々な表現力を身につけます。

• 行事など様々な活動を通して、英語の表現方法に慣れ語
彙が増えます。

• Letterland Programmeとフォニックスにより、英語の
綴りと発音の関係性に慣れます。

• アルファベットを学び、AからZまでの、小文字を書けるように
なります。（まず、小文字）

Letterland



Reading Programmeとは？

英語の絵本の読み聞かせでヒアリング力を鍛え、
読もうとする好奇心を養います。

• テーマに沿った絵本の読み聞かせをします。

• The Gruffaloの歌を歌ったり、劇遊びをしたりして、
楽しみながら英語に親しみます。

• 自ら絵本を読むことに興味をもたせ、目標は年間で
８冊（年中6冊）の絵本を読めるようになることで
す。



JIC募集要項・入園考査について
• 開設時期 2022年４月（すべての学級と同時期）

• 募集園児 2022年度年長児 2016年4月2日～2017年4月１日生まれ

2022年度年中児 2017年4月2日～2018年4月１日生まれ

• クラス編成 年長 1クラス 定員２０名+5名（外部入園等） 年中 1クラス 定員15名+5名（外
部入園等）

• 入園選考 ・相手の話す日本語を理解できるか ・自分の主張を日本語で伝えることができるか

・英語に興味をもっているか 等を判断 ・・・ JIC担任 園長 担任

ご家庭の日本語環境に留意

（注）考査結果と抽選（合格多数の場合）によっては、

JICにご入組できない場合がございます。



クラスの外遊び

降園準備



グローバル化は フラット化を招く
トーマス・フリードマン

• あなたの仕事は なくなる

• あなたの仕事は ロボットが代行する

• あなたの仕事は やってきた他者に奪われる

• あなたは仕事を 選べなくなる

• お子様は を 生み出す Sculpture

Butterflies of the night



Japanese International Class 説明会

2022年度JIC(年長・年中)開設

シンガポール日本人幼稚園
2021年10月15日（金） ご質問にお答えします



ご説明のまとめ（園長） JICを発展させる・・・本園の方針と・・・英語に馴染むとの考え

言葉は耳から・・・母語・・・日常使う言葉 学習ではない 勉強ではない

JICでは 英語のシャワー 耳を鍛える・・・馴染む・・・言語獲得のプロセス

耳を鍛える補強として フォニックス 文字の綴（組み合わせ）で音が決まる。

ABCD は文字の呼び名で 音（おん）ではない・・・このことを知ったのは 2002年 香港日本人学校

帰国後 小学校の外国語活動にフォニックスを導入（チャンツ）で定着 ⇒ NHK クローズアップ現代で紹介（2006年）

2006年頃から全国の教育委員会でフォニックスの研修 ⇒ 教員の研修も始まる

2018年度から小学5・6年 教科化前倒し

フォニックスをお薦めするわけ・・・自らの負の経験・・・ローマ字得意だが 読めない 単語すら発音できない

もちろん書けない スペルの暗記は1文字ごと 今でも ORANGEと書けない。

りんごは えい ぴい ぴい える いい

ネイテイブの音で耳から指へ

JIC 良さ・・・変容
英語で話しかけられても「引く」ことがない
自己表現が活発
七夕の短冊・・・願い事は全て英語

英語の塾ではありません・・・ ハーモニデーやハロウィンで異文化にも触れる 参観していただけないのが残念



今後の予定

説明会実施（オンライン） 10月15日 (金)
応募締切り 11月30日 (火)
応募家庭へ考査希望日時伺い 12月 3日 (金)

・・・締め切り12月13日
(月)
各家庭へ考査日時通知 12月17日 (金)
考査期間 1月10日(月)～1月28日(金) 3週間

選考結果通知発送 2月 4日(金)


