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★２学期もどうぞよろしくお願いします ★ 

 

 

 

★カザリー先生からのメッセージ★ 
 Hello everyone! After a long holiday, I’m back to teach in JSKL! I hope everyone 

is happy and healthy in these trying times. To re-start my teaching journey in 

JSKL I’d like to discuss some myths about second language learning. 

1. I can only learn one language. A second language is too difficult! Scientific 

evidence shows learning two languages can be as easy as learning one. 

2. If I use Japanese at home, my English is going to be bad in class. There is 

no evidence such practice will hinder English learning, however, more 

exposure to English will support the learning process. 

3. If I use English often, my Japanese will deteriorate. Recent language 

research shows how first language skills can be transferred to second 

language learning. In simple words, the better you are at Japanese, the 

easier it is to learn English! 

4. I’m too old to learn a new language! There is mixed evidence proving a 

‘critical period’ to learn a second language, but researchers agree there is no cut-off point for language 

learning!  

      On my part, I will try my best to make lessons as interesting as possible so 

we all can have a good time in class. Let’s have a good time learning English 

together! 

★小学部３・４年生の外国語活動及び５・６年生の外国語とのコラボ ★ 
  

 

 

 

 

 

 ８月３０日（月）より EC が始まります。今学期もどうぞよろしくお願いします。始業式の中でも挨拶が

ありましたが、ブンガマタハリクラスのカザリー先生が JSKL に戻って来られることとなりました。再び

JSKLの子どもたちと関わることができ、大変嬉しいですとのお声をお聞きしています。改めまして、今

後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 ２学期からは、１学期の中学部の外国語の授業と同様に、児玉先生の外国語活動及び佐々木先生

の外国語と EC がコラボレーションする機会があります。EC の先生方が ALT（外国人指導助手）とな

り、外国語活動や外国語の授業に参加します。子どもたちが外国語活動や外国語で学習した内容を

アウトプットできる絶好のチャンスになると思いますので、楽しみにしていてください。実際に日常生活

の中で使う機会が少ない日々が続くと思いますが、できるだけ習ったフレーズを口に出して使ってみ

る時間を作って頂けると幸いです。 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bjsrMhZr&id=E209918532864A855DE4B775142D9D04C50685F0&thid=OIP.bjsrMhZr-X6ct_otTcGwigHaHa&mediaurl=https://1.bp.blogspot.com/-c2SW-S5u4r4/U-8GG9fTjwI/AAAAAAAAky8/YlMJN2VbWs4/s800/alphabet_character_e.png&exph=506&expw=506&q=%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%99%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608004180604748654&selectedIndex=44
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9CizcE0A&id=12C2B61D3B97F24005F93F382E0638B68BB1BFAD&thid=OIP.9CizcE0AoCSXMqs67j-ddgHaHa&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-zAnlytAVkV4/U-8GFhoHiNI/AAAAAAAAkyo/Tbk76o_4Zhk/s800/alphabet_character_c.png&exph=506&expw=506&q=%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%99%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608033858838463277&selectedIndex=19


★EC サポーターの先生紹介 ★ 

 

 
 

★児玉 邦裕（こだま くにひろ）先生★ 

 本年度２学期からは、小学部３、４年生の外国語活動と

ECサポートを担当します。JSKLは３年目、１学期は３年３

組の担任をしていました。体を動かすことが大好きで、幼

稚園の頃からサッカーをずっとしています。EC の授業でお

目にかかる機会があると思います。困ったことや分からな

いことがありましたら、気軽に声をかけてください。２学

期から ECのクラスを楽しんでいきましょう！！ 

◎あなたにとって英語とは何ですか？ 

  お子様が住んでいるマレーシアは、英語を身につける上で素

晴らしい環境だと私は思います。それは、マレーシアは、様々な民族の人たちがくらしている多民族国家だ

からです。英語を上達する上で、「英語が話せるようになったら、こんな人になりたい‼こんなことをしてみた

い‼」と考えるのはとても大切なことです。それが、英語を上達させるモチベーションにもつながります。ここマ

レーシアで、たくさんの宗教・言葉・食べ物・文化や習慣に触れて、豊かな国際感覚を養い、「世界共通語の

英語をつかって、自分が世界と、どう関わることができるのか、関わりたいのか」お子様と考えるきっかけに

なれば幸いです。 

 

 

 

 

学年 教科書 単元 

小学１年生 Family and Friends 1 Review, Unit 4 He’s hero! 

小学２年生 Family and Friends 1 Unit 10 A new friend! 

小学３年生 Family and Friends 2 Unit 6 Let’s play after school. Unit 7 Let’s buy presents. 

小学４年生 Family and Friends 3 Unit 5 A naughty Monkey, Unit 6 Jim’s Day 

小学５年生 Family and Friends 4 Unit 4 Whose jacket is this? 

小学５年生アドバンス Family and Friends 5 Unit 6 Crazy about wildlife, Unit 7 Call an ambulance 

小学６年生 Family and Friends 4 Unit 12 What’s the matter? 

小学６年生アドバンス Family and Friends 6 Unit 6 You’ve won a computer, Unit 7 Explorers for a day 

中学部 A1 Unlock 1 Unit 4 Places 

中学部 A2 Unlock 2 Unit 4 Weather and Climate 

中学部 B1 Unlock 3 Unit 4 Customs and Traditions, Unit 5 Health and Fitness 

中学部 B2 Unlock 4 Unit 4 The Environment and Architecture 

 佐々木先生、田中先生に続いて２学期から児玉先生も EC サポーターとして授業に参加されます。

特に、１年生から４年生のラフレシアクラスでサポートしてくださることが多いです。自己紹介に加え、

英語学習におけるアドバイスも頂きましたので、皆さんの日々の学習にご活用いただければ幸いで

す。 

 

☆８・９月の学習内容☆ 


