
Speak in English.

Think in English.

Thrive in English.

英語で考え、英語で話す — そしてつながる豊かな未来へ

英語教育カリキュラム GrapeSEED



ロシアに住む12歳の少年は、国際航空会社のパイロットになりたいと夢見ています。 
韓国に住む10歳の少女は、将来国際宇宙ステーションで働きたいと考えています。 
中国に住む9歳の少年は、6カ国の友人と楽しく会話をしています。 
ウガンダに住む学園長は、地域コミュニティが良い方向に変わっていると確信しています。 
日本に住む11歳の少女は、国連で働く未来の自分を想像しています。 
ミャンマーに住む父親は、6歳の娘に与えられた機会に感謝しています。

彼らのストーリーに共通していることは何でしょうか？ 
それはより良いものへの希望、より良い生活への期待、より大きな夢を見るための広い視野です。 
そしてこれはすべてGrapeSEEDを通して生まれたストーリーです。

単なる英語教育ではない、未来を拓く英語教育を始めましょう。

GrapeSEEDで自分だけの地図を描こう
これは世界中、すべての国々で共通する私たちの目標です。 
私たちが目指すのは、英語を習得することではなく、 
子どもたち一人ひとりが英語を使って豊かな人生を歩むことです。 
GrapeSEEDでの体験は、子どもたちが壁にぶつかった時、必ず力になるでしょう。 
子どもたちが英語を使って夢を叶える時、それは教育に携わってきた私たちの夢が叶う時でもあるのです。
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世界中の何万人もの子どもたちが、GrapeSEEDにしかない特徴を
生かして学習しています。GrapeSEEDだからこそ体験できる魅力を
いくつかご紹介しましょう。

•	コミュニケーション力の育成を重視し、年齢にあわせた興味を
引き出すテーマや、よく使う言葉が組み込まれています。

•	従来の発音記号やスペリングの暗記・ルールにとらわれない、	
オリジナルのフォニックスを採用しています。

•	子どもたちが夢中になるような多彩なイラストやアニメーション、
対話型のレッスンにより、まるで母語に親しむかのような自然な
学習環境を実現しています。

•	よりよい指導のための専門的なトレーニングや具体的な実践	
アドバイスなど、子どもたちを成功に導くための英語教師	
サポートを行います。

•	文法中心ではなく、子どもたちが普段の生活でよく使う表現や
単語を、体験を通して学習します。

GrapeSEEDとは？
GrapeSEEDは、4歳から12歳までの子どもたちが自然な言語習得の原則
に基づき“話せる英語”を身につけ、英語でのコミュニケーション力を養う
ためのカリキュラムです。

子どもたちは年齢にあった表現を英語で体験し、理解し、使うというプロ
セスを繰り返すことで、英語を聞き分ける耳が育ちます。

そして「聞いてわかる」から「話せる」、「読んでわかる」に、一歩ずつ前進し、
やがて流暢さと自信を兼ね備えた英語力を発揮していきます。

なぜGrapeSEEDが 
 選ばれるのか？
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多くのELLプログラム（英語以外の言語を母国語とする子ど
もたちのためのプログラム）は、翻訳することや、構文・文法
の暗記、英語の構造に焦点を当てています。

一方、GrapeSEEDが目指すのは、ただ英単語や文章を暗記
して話すだけではなく、私たちが自然と日本語を話すように、
子どもたちが英語を母語のように聞き、話し、そして気持ち
を伝え合えるようになることです。

GrapeSEEDは、赤ちゃんが自然に母語を身につけられる環
境や、長年にわたる幼児英語教育の経験、英語の特性・構造
を総合的に体系化し、独自のカリキュラムとして確立しまし
た。それは、子どもたちの成長に合わせて学習内容が段階的
に発展し、計画的な復習によって記憶に定着させていく方法
です。これにより、実際のコミュニケーションに必要な英語
を「理解して会話する（聞く・話す）」スキル、「読んで文章を書く

（読む・書く）」スキルを培っていきます。

子どもたちの学習は、先生や教材の音声を真似することや、
単語やフレーズの意味を理解するための体験から始まります。
そして、英語を聞けば聞くほど、使えば使うほど適切な使い
方を理解できるようになり、次第に自分の知識も活かした幅
広いコミュニケーションができるようになっていきます。

また、口頭でのコミュニケーションスキルと、文字を関連づけ
るには、「読む」「書く」スキルが非常に重要です。GrapeSEED
では目で見る「文字」と耳で聞く「英語の音」を結びつける

「バーティカル・フォニックス」と呼ばれるオリジナルのフォ
ニックスを採用しています。これにより、読み書きの基礎や自
分の力で読む力を育みます。

「書く」スキルは、単語のなぞり書き、音を聞いて書き取るこ
と、基本的な文を作る練習などから行います。最終的には簡
単な文や短い物語を作れるようになることを目指します。

GrapeSEEDは1から40のユニットを通して「聞く」「話す」「読む」「書く」スキルを
徐々に発達させ、話せる英語を身につけていきます。レッスンは先生と子ども 
たちのやりとりに重きを置き、一つのユニットを一定回数学習したあと次の 
ユニットに進みます。そしてカリキュラム全体を通して「体験する」「復習する」

「強化する」という重要な要素を繰り返すことで、子どもたちの英語力を
伸ばしていきます。

GrapeSEEDの 

         こだわり   

GrapeSEEDの	

								学びの流れ  
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話の目的を 

        聞いて・理解する力

先生、お友達、教材から聞こえる音声など、さまざまな話し手
の話を注意深く聞くことを学びます。また、英語を発する機会
に積極的に参加する姿勢を育み、理解力と話す力を高めて
いきます。

•	英語の音や表現を聞いて理解する
•	｢お願いしたい」「謝りたい」｢感謝したい」ときなど、	
子どもたちにとって身近なシチュエーションで使われる
表現を聞き取る

•	単語の音を聞きながらイラストを見たり	
実際に体を動かしたりすることで、意味を理解する

•	先生やお友達が話す内容や問いかけの意味を理解する

コミュニケーションのための 

                                        話す力
習った語彙を使用しながら、思ったことを自分の言葉で発言
する力、正確な英語を使う力を育みます。また、さまざまな
状況、相手、目的に合わせた話し方も学びます。

•	感情や意思を相手に伝える場面で、積極的に	
コミュニケーションをとったり、会話に参加する

•	新しく覚えた単語やフレーズを使って、会話をする
•	習った表現で先生の質問に答える
•	正確な言葉使いや適切な言い回しが増える

書くための基礎となる力

自分の力で書くための準備や基礎力を身につけます。

•	先生が読んだ文章を耳で聞いて書き取る
•	自分で書いた文章に修正を加え、	
より正確に分かりやすく伝える

•	自分の考えや思いを、自分の力で書く

音と文字を結びつける力、 

            読んで内容を理解する力

文字や文章を声に出して読むことや、読んだ内容について
先生やお友達に質問することなどを通して、英語の「文字」と

「音」の結びつきについて学びます。

•	体験しながら学ぶことで理解を深め、語彙を増やす
•	身近なものから概念的な難しいものまで、さまざまな	
内容を音読したり、内容について議論したりすることで、
語彙の正しい使い方を理解する

•	フォニックスのスキルを活用し単語の意味を理解する

GrapeSEEDで習得できる	

																				知識やスキル     
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よりよいレッスン実践のための 
サポート

英語教師向けサポート

カリキュラムのよりよい実践のために、GrapeSEEDの専任 
トレーナーがレッスンの状況確認やコーチングを行い、一人
ひとりの先生に合わせたアドバイスを提供します。

レッスン分析

GrapeSEEDの専任トレーナーがレッスンを録画した動画を
分析し、レッスンをより一層効果的に進めるための具体的
なフィードバックをお伝えします。

指導スキルの育成

指導スキルの向上・改善に役立つ動画、およびオンライン
のトレーニングコースを提供しています。効果的な教え方の 
ポイントや、熟練した先生のための専門性の高いコースも
備えています。

GrapeSEEDでは、GrapeSEEDの効果を	
最大限に引き出す英語教師サポートを行います。

英語教師トレーニング

GrapeSEED Essentials  

GrapeSEEDエッセンシャルズは、GrapeSEEDを教える英
語教師向けのオンライントレーニングです。本トレーニン
グでは、カリキュラムの構造や指導する上での基本的な
考え方、主要教材を「どのように教えるか」について、教室
での活用事例を交えた動画を通して学習します。 

トレーニングの一つであるファウンデーション・トレーニ
ングでは、カリキュラムを指導するための準備として、効
果的な教材の使用方法やカリキュラムの基礎知識を学び
ます。

    トレーニングとサポート
英語教師向け
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Shared Reading: Poems & Big Books
読みの基礎を学ぶ
フォニックスを使いながら、適切な発音や自然な表現を学ぶとともに、 
句読点やスペース、大文字・小文字の使い分けといった読みの基礎にも触
れていきます。文章の中でさまざまな単語に触れることで、同じ文字でも
単語の始め・真ん中・終わりにある場合には発音が違うことも学びます。

 

Repeated Exposure & Practice (REP)
クラスレッスンを再体験する
REP教材は、ネイティブスピーカーによって特別に制作されたコンテンツです。
レッスン以外の時間にも楽しく英語を学ぶ機会を提供し、子どもたちの「知ってる！」

「わかる！」という喜びを育みながらさらなる英語力強化に繋げます。

 

 GrapeSEEDの教材

Songs 
歌うことで表現に触れる
GrapeSEEDのソングには、学習目標に沿った語彙や 
言語機能が使用されており、新しい語彙や表現に効
果的に触れることができます。また、イラストや自然な
ジェスチャーと組み合わせて学ぶことで、同じフレーズ
が他の教材で繰り返され
ているのを聞いたときに、
新たな気づきや繋がりに
結びつきます。

 
 

Chants   
パターンで習得する
チャンツでは、コミュニケーションにおいて重要な表現
を学びます。実際の会話と同じやりとりで学習できるよ
うに展開されているため、単調な会話学習よりも楽し
んで取り組むことができます。

 
 
 
 
 

Action Activities 
聞いて、見て、体験して理解する
アクション・アクティビティは、語彙や言語機能の強化
を目的としており、TPRの原理に基づいて体を動かしな
がら言葉とその動作を学
習します。TPRとはTotal 
Physical Response（全
身反応教授法）のことで、 
英語を聞いて体を動かし
たり、考えたりする学習方
法を意味しています。

 
 

Stories & Story Dictionaries 
読んで繰り返し表現に触れる
ストーリーは、習った単語や表現を、さまざまな文章の
中で繰り返し学習できるように設計されています。各ユ
ニットにはストーリーディクショナリーというストーリー
が含まれており、前のユニットで学んだほぼすべての語
彙と言語機能を復習し、強化す
ることができます。ストーリー
を読むことで、会話や質問の答
えのボキャブラリーが広がり、
コミュニケーションに自信をつ
けることができます。

 

Vocabulary Picture Cards 
視覚的に理解する
カードに描かれたイラストと先生が話す音を結びつけながら、名詞、形容詞、反対語
などの意味を分かりやすく提示します。また、子どもたちが正しい発音や自然なイン
トネーションを身につけているかどうか、学習状況を確認するためにも使用します。

  

Phonogram Cards 
読み書きの土台をつくる
フォノグラムカードは、文字の形と音に注目する機会を与えます。英語の文字とその
文字が持つ音を学び、どのように組み合わされて言葉ができているのかを理解する
ことで、読む力の基礎を培います。

 

子どもたちは歌やポエム、ストーリーといったさまざまな教材を通して、語彙や表現を学んでいきます。
教材は新たに習ったことと以前習ったことが体系的に構成されており、自然に学びを繰り返し、記憶に定着するよう
設計されています。さらに、レッスン以外の時間で行うREP（Repeated	Exposure	and	Practice）の時間は反復の	
機会を提供し、子どもたちの理解度を深めます。	

• Songs: 3-4個

• Chants: 1-2個

• Action Activities: 2-4個

• Short Stories: 3個

• Story Dictionary: 1個

• Phonogram Cards 

• Vocabulary Picture Cards

• Shared Reading Poems: 2-3個

• Shared Reading Big Books: 1-2個

• Reading and Writing Activity: 1個

• REP

１つのユニットに含まれるもの
英語の世界を創り出す

Readers 
フォニックスを使って読む
意味を理解しながら読む練習のための短いストーリー
が掲載されています。読み終わったあとはストーリーに
ついてお友達と話し合ったり、先生がストーリーの内容
について質問したりします。

 
 
 

Writers 
書く基礎を学ぶ
ライターでは、ペンの持ち方や枠の中に文字を収めるこ
とを学びながら、少しずつ単語や文章を書き
始めます。段階的に英語の音を聞き取って書い
たり、自分の意見や気持
ちを英語で書く練習も取
り入れていきます。
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サービスの詳細は、公式Webサイトにも掲載しています。

●  生徒用アプリ
生徒用アプリを使用すれば、いつでも・どこにいてもタブレットやスマートフォンを使ってGrapeSEEDの英語学習を
体験することができます。毎日おすすめのプレイリストが表示され、進捗に合わせてバッジやパズルを獲得できるので、
子どもたちは満足感、達成感を得ながらさらなる向上を目指していくことができます。

● 保護者Webサイト
保護者向けの専用Webサイトでは、子どもの学習状況を確認できる他、GrapeSEEDに関するさまざまな情報を 
閲覧することができます。また、子どもの興味を引くようなアクティビティページや、家庭での取り組みのアイデアを
記載したニュースレターも掲載されています。これらの情報を活用することで、子どもの学習内容を把握し、一緒に
楽しく学習に取り組むことができます。

● 英語教師向けデジタルコンテンツ
GrapeSEEDを使った英語教育を成功に導くためには、先生への継続的なトレーニングとサポートが重要です。
英語教師向けの専用Webサイトでは、先生がオンライン上でカリキュラムの効果的な指導方法を学べる動画を提供
しています。カリキュラムの構造や指導する上での基本的な考え方、教材ごとの指導方法まで、さまざまなタイプの
動画が用意されています。

また、生徒用教材を含むすべての教材、指導マニュアル、日案などもオンライン上でいつでも閲覧できるので、忙しい
レッスンの合間にも手軽に内容を確認することができます。

● 学園向け管理Webサイト
優れた結果を導くためには、GrapeSEEDのカリキュラムに関する情報を正しく把握・管理し、関係者間で円滑に 
コミュニケーションをとることが大切です。学園向けの管理Webサイトには、学園がGrapeSEEDを利用する上で 
必要な管理機能が備わっており、生徒数の確認や人数変更を行う機能、各クラスのレッスン予定を設定する機能、
子どもたちの学習状況を確認する機能など、GrapeSEEDカリキュラムを運営する上で重要となる機能がオンライン上
で一括管理することができます。

GrapeSEEDの 
デジタルサポート

grapeseed.com/jp/technology/

GrapeSEEDでは、子どもたちの学びや先生の指導がより一層効果的な
ものとなるよう、また、保護者の方や学園の方が各種データを便利に	
管理できるよう、必要なサービスをデジタルで提供します。

変化し続けるデジタル化社会において、常に最新かつ効果の高いサー
ビスを皆さまにご提供できるように、専門の開発チームが日々サービス	
機能の強化に取り組んでいます。
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