
保護者さまからのお便り 

 保護者の皆さまより頂きましたお便りをまとめさせて頂きました。 

 

★    フェニックスのテキストを見て、ものすごく研究されたものでとても驚きました。市

販品ではあまり見ない内容で、フェニックスアドバンスの子ども達が、難しい本を

読める訳がわかりました。 

 

★    私は以前、教育関係の仕事に携わっていましたが、英語はとても苦手でした。子

どもをＢＥアカデミーに入れて１年２ヶ月。 近の語学力の成長に驚いています。

教材は合理的に学べる流れになっていて、かつ楽しく吸収できること、そして先生

方が本当に子ども達に愛情を持って接してくださっていることを感じ、更に信頼が

大きくなりました。 

 

★    先生やスタッフの方が子どもに対して優しく接してくれるし、連絡事項・ニュース等

もよく配布されて情報が沢山入手できるので、親子共安心して通えます。 

  

★    レッスンの教材が手作り感がありカラフルで外国っぽいのがいいですね。その新

鮮さに子どもも喜んでいます。歌や踊りが沢山取り込まれていて、受身のレッスン

でないところがいいです。 

  

★    小さい子どもでも興味が持続するよう短時間でいろいろしてもらえるので集中でき

るし、先生が常にハイテンションでいてくれるので人見知りな子も楽しんでいます。

レッスンが印象に残っているので、家でも同じことをしてよく覚えています。 

  



★    なんといっても初めて触れる英語がネイティブスピーカーの発音、というところに

大変意味があります。子どもの成長過程もよく理解していて集中させる技術が素

晴らしいです。少人数制なので目の行き届いたレッスンで、先生に親しみを感じ、

英語大好き！！につながっています。 

  

★    先生やスタッフの方がとても子ども思いで、先生が外国人で、レッスンの振替がで

きる、といった点にとても満足しています。 

  

★    先生方の一生懸命さがよく伝わってきますよ。 

  

★    テストやスピーチ以外の時間は自然な会話があり、いい雰囲気ですよね。先生も

とても丁寧に教えてくださるし、“子ども”好きな先生でよかったと思っています。教

材も豊富だしポスターやゲーム沢山あるので、飽きずに楽しそうにレッスンしてい

ます??? 

  

★    先生やスタッフが明るく親切なので良かったです。先生が外国人というのもいい

ですね。 

  

★    レッスンの内容の充実さを 近感じています。歌・踊り・自己紹介・クイズゲーム・

ヒアリング等、子どもが飽きずに様々な分野から英語を吸収している様子です。 

  

★    先生の子どもに対する熱心さをとても温かく感じています。子どもが自分から英

語を学びたい！と思っているのはアットホームな雰囲気がいいのかもしれません

ね。 

  



★    私達は夫が関西外国語大学にプロフェッサーとして勤務するのに伴い、４年前に

アメリカからやってきました。BE アカデミーで娘は良い友達に恵まれ、日々マナー

やモラルを身に付けています。またリーディングや算数などもできるようになって

きました。私達はとりわけ BE アカデミーの理念「Education with Love」を実感して

います。 

  

★    国際結婚をした私達は子どもをバイリンガルに育てたいと考えていました。BE ア

カデミーで私達の子どもはフレンドリーな英語環境に浸りながら、友達と日々とて

も楽しく過ごしています。私達は BE アカデミーの先生、スタッフのみなさんの親切

さと一生懸命な姿勢に本当に感謝しています。 

  

★    日本人の子どもたちがこんなに英語を話せるとは思いませんでした。私はアメリ

カ人で妻は日本人ということもあって、子どもをバイリンガルの環境で育てたいと

思っていましたが、BE アカデミーの子どもたちはみな私の息子と英語で遊んでく

れます。先生たちは英語だけでなく子どもの将来に大切なこともしっかり教えてく

れます。そして自信を与えてくれます。近くにこんな幼稚園があったことを本当に

喜んでいます。Thanks,BE！ 

  

★    初めてのタームレポート、楽しく拝見しました。息子の良い所ばかり沢山見つけて

頂いて、親としてとても嬉しく思います。あんまり嬉しくて、じいちゃんばあちゃん達

に全部読んで聞かせた程です！子どもを本当に大切に預かってもらっているな～、

と日々感じ、安心してお任せ出来ると、家族一同大変感謝しております。そして先

生方やスタッフの皆様の温かさや熱意にはいつも助けられ、勉強させてもらって

います。いつもいつも本当にありがとうございます。これからも長いお付き合いに

なると思いますが、よろしくお願いします。 

  

★    いつもお世話になっております。バレエを習い始めて半年。本当に早いものです。

バレエが大好きでいつも汗だくでレッスンを受けています。バレエの日は夜ごはん

もたくさん食べてくれるので、親の私も嬉しい限り！！早く先生のようなバレリー

ナになって欲しいです。 



  

★    レッスン（サタデースクール）ではいつも子どもたちが興味をもつような内容やグッ

ズを使って楽しませてもらっています。 

  

★    ハロウィーンはあまり身近ではなかったのですが、BE でのハロウィーンで仮装を

する事を楽しみにしていました。また両親も毎年どんな風にするかを考えたり、作

ったりと親子で楽しんでいます。 

  

★    近よくプリスクールでの楽しい出来事を話してくれます。お友達や先生やレッス

ンの話の時は先生のものまねで教えてくれます（笑）。すっごくレッスン楽しいみた

いで良かったです。 

  

★    娘が手術のため、バレエを１ヶ月休まなくてはならなくなった時、バレエが大好き

な娘は「何曜日になったらいけるかな？」と聞いてきました。「先生に早く会いたい

よ～」と、それはそれは納得させるのが大変でした。 

  

★    ハロウィーンが来ました。昨年はなんちゃってハリーポッターでしたが、今年はトイ

ザラスで白雪姫の衣装と冠を用意して大張り切りです。仮装にはまっています。

英語も頑張れ！ 

  

★    英会話を習い始めて半年、家で「♪Bye-bay see you later~♪」と歌ったり「これは

何？」と興味を示すようになりました。これからが楽しみです。 

  

 



★    ピクチャーディクショナリーのテスト勉強をするようになってから“親子で一緒に”

の時間ができて良かったと思います。いつも一人遊びさせて母は用事、用事だっ

たので…。寝る前の約１０分だけですが、覚えてきたらどっちが CD より早く単語を

言えるか競争したり。子どもも楽しみにしていて「ピクチャーするでーっ！」と布団

の上で母を待ってくれています。これからも２人で頑張ります。 

  

★    いつも大変お世話になっております。娘は人前でシャイな所もありますが、プリの

先生やお友達の様子を詳しく話してくれる時は本当に楽しそうです。先生がオー

バーに褒めてくれたり、楽しい事を言ったりしてくれることが一番の楽しみで喜ん

でいます。一人一人の先生方が心から子どもを愛して接して下さっていることが

子どもの心に届いている証だと思います。そしてその愛情が伝わって実を結び、

自然と英語の力も伸びているのでしょうね。心から感謝いたします。頑張ってくだ

さい。 

  

★    先日の懇談会で先生の生活面のコメント欄に親が気になっていて事とは全く逆の

事が書かれていてびっくりしました。普段親に甘えている子どもも外に出れば頑

張っているんだなと安心しました。また、英語のレベルも上がってきていることが

わかり、とても嬉しく思っています。 

  

★    いつもお世話になっております。先日従姉妹が遊びに来るとバレエを習っている

娘はすっかり先生気分で「♪１と２と３と♪」と従姉妹に教えてあげていました。 

  

★    いつもお世話になっております。バレエを習い始めて３ヶ月。バレエでできなかっ

たことが悔しいのか家に帰ると一人で練習している娘です。主人と２人で頑張って

いるときもあり、何とも微笑ましいですよ。 

  

★    お盆あけで少し泣く事が増えましたが、英語のフレーズも少しずつ増えています。

泣いても年上の子が優しくフォローしてくれて、見ていてとても微笑ましいです。 



  

★    いつもお世話になっております。バレエを習い始めて３ヶ月経ちました。お友達も

たくさんできて娘も毎週月曜日が来るのを楽しみにしています。もう少し先生の言

うことを聞けるようになってくれれば嬉しいのですが…。（笑） 

  

★    いつもサタデースクールでお世話になっていますが、８月は７日程プリスクール

（サマースクール）に入りました。やはりプリスクールはすごい‥！家での英語が

すごく増えました。１歳の弟と英語でおままごとをしています。短期間でもプリに入

れて良かったと思います。娘が先生の真似をして弟にレッスンをしています。すご

く可愛いですよ！ありがとうございました。 

  

★    ディクショナリーの毎月の小テストは 初子どもの負担になり、出来るのだろうか

と思っていましたが、毎日少しずつやれば、徐々に覚えていきました。子どもの吸

収力の速さと達成感のやる気で楽しくやっています！ 

  

★    プリスクールに通い始めて１年が経ちました。今では色々英語で話しかけてきてく

れるので私も勉強になります。（笑） 

  

★    いつもお世話になっております。娘はバレエが大好きなのですが、出来ないこと

があると悔しそうに家に帰ってきて「どうしたらできるかな？」とパパと一緒に練

習！一週間してできるようになりスタジオで先生に褒めていただいた時のあの嬉

しそうな娘の笑顔は忘れられません。 

  

★    いつもお世話になっております。先生も、バレエも好きな娘は「今日はバレエ？」と

毎日聞いてきます。主人の夏休みには娘のバレエ姿を見に行けるので２人で、大

喜びではしゃいでいます。はやく先生のようなバレリーナになってほしいな。 

  



★    以前からスクールで習った単語や歌を家で教えてくれますが、 近私の知らない

単語が増えてきました。子どものレベルがあがったな…と感じさせられます。ママ

も負けぬよう勉強します。（汗） 

  

★    ４月からお世話になっています。スタッフの皆さんで「３ヶ月以内にはフェニックス

クラスに上がれるようにします。」とおっしゃってくださり、私は内心他の子との差を

みて「３ヶ月では無理だろう。」と思っていたのですが、実際は３ヶ月と経たず、上

のクラスに上げていただきました。スタッフの方々の熱意と親身な対応に驚きと感

謝です。 

  

★    いつもお世話になっております。５月からバレエを習い始め娘も先生が大好き？

おじいちゃんとおばあちゃんにも「こんなことしたヨ」と“先生”になって手取り足取

り教えている姿が微笑ましいです。 

  

★    ４月より週１でプリスクールに通い始め、３ヶ月が経ちます。ようやく教室の雰囲

気にも慣れてきたようです。泣き顔を見ずにすむと親としてはホットします。これか

らもよろしくお願いします。 

  

★    ４月から週２回プリスクールに通っています。家ではスクールで習ったドレミの歌

を歌い出したり、英語で踊りだしたり、家に帰ってくるたび子どもが新しい英語を

使い出すのでびっくりしています。昨夜は Keep out! （入るな！）と言って、踏み切

りで止まっている車で遊んでいました。 

  

★    いつもお世話になりありがとうございます。我が家ではＣＤ絵本を寝る前に聞いて

います。姉弟でＣＤに合わせて絵本をめくり、セリフなど暗記するほどになりまし

た。 

  



★    ４月からの新しいレッスン“ピクチャーディクショナリー”が始まって益々楽しくなっ

たようです。お迎えの時間の１階で子どもを受け取るシステムも先生方は大変で

しょうけど子どもは喜んでいるようで、早く行ってあげるのがいいか、ゆっくり行っ

てあげるのがいいか迷っています。 

  

★    いつも大変お世話になっております。先生方もカリキュラムの準備に始まって、保

育中も愛情一杯、指導内容も充実していて本当に感謝で一杯です。子どもはよほ

どプリスクールが楽しいらしくどんなに疲れて眠くてもプリの前の夜は毎回「楽し

みー、うれしい」とわくわくしています。そして期待通りとても楽しかった様子を帰り

に聞くことになります。私が「○○って何？」などと聞くので新しいフレーズや単語

を覚えてきたり、歌も（毎日通っているわけでもないのに）教えてくれて鼻歌まじり

にご機嫌です。 

  

★    正直な話、保護者にも色々と希望はありますが、意見が良いものであれば取り入

れることは心がけて下さっている、そのお心はよくわかります。だから私達親子は

とても信頼しています。色々大変なことも多いかと思いますが、応援していますの

で頑張ってください。 

  

★    ３ヶ月の間でしたが先生方に良くしてもらい沢山の英語が身につきました。以前よ

りも発音がよくなっているし、文章で言える事もあり親がビックリしています。文章

が言えるようになったことが一番すごいと思います。プリスクールは本当に皆のチ

ームワークが素晴らしいと思います。先生がとても優しく抱きしめてくださるし、サ

タデーに替わってもまた楽しみです。これからもよろしくお願いします。 

  

★    ４月からクラスを変更して少し戸惑うかな？と思いますが先生がずっと見守ってく

れているので安心してまかせられました。子どもも抵抗なくすんなりと慣れている

みたいです。 

  



★    いつもプリスクールで大変よくしてくださって、心から感謝しています。娘にはＢＥ

アカデミーのプリスクールが一番あっているようです。（他の希望していた幼稚園

や、近頃全国で増えている学力中心でスケジュールびっしりのプリスクール…etc

あれど、ＢＥは充分愛情と手をかけて英語保育して下さっていますから）卒園まで

お世話になるつもりです。よろしくお願いします。 

  

★    All English Policy が導入されてから家でもすんなり親へ英語で質問してきたりと

今までよりもレベルアップしているように感じます。 

  

★    ALL ENGLISH POLICY 大賛成です。今後が楽しみです。 

  

★    バレエで娘がお世話になっております。クリスマス会の発表会で、娘は大変自信

と喜びを感じたようで、お正月、親族に会うたびビデオを観てもらい自慢していま

した。これからも楽しく通ってくれるでしょう。 

  

★    プリスクールに行きだして半年経ちました。家でもオモチャの片づけ、一人でトイ

レに行ける、一人で着替えができる等全て自分の事は自分でできるようになり助

かっています。先生方のおかげです。本当にプリスクールに行かせて良かった！ 

  

★    近家でも絵本を見て英語で動物の名前を言ったり、独り言をブツブツ言うように

なりました。子どもの吸収力にビックリし長い目で見ないと、と思っています。 

  

★    毎週楽しく通っています。教室の雰囲気にも慣れて、先生のまねっこが少しずつ

できるようになりました。 

  



★    今年初めてクリスマスパーティに参加し、日頃の雰囲気が見られて良かったです。

子どももサンタが登場したのには驚いてとても喜んでいました。 

  

★    私の娘は現在１歳 10 ヶ月で、10 月から週 2 回プリスクールに通わせていただい

ております。初めはどうなるか、絶対に泣いて、泣いて一日が終わるだろうなーと

思っていました。少し入れるのが早かったかな？突然英語ばかりの環境について

いけるのか？と私自身の不安がたくさんありました。が実際入ってみてまだ１ヶ月

しかたっていませんが、先生方がとても良くしてくさだり、娘も私と離れるのをいや

がりますが、レッスンはとても楽しいみたいで、家に帰ってからも英語で歌を歌っ

たり、私に怒られると、「ＮＯ？」などど言ったり、「Mama―、Come on！」「Good 

Morning！」など意味をわかって使い出しているのにびっくりしました！リピートす

るだけなら家でも歌のビデオを見た時に一緒になって歌っていましたが、英語を

日本語と同じように使っているのには本当に驚きました！ＢＥアカデミーで良かっ

たなと思うところは、英語環境はもちろんですが、一番に先生方がとっても優しく

親切なところです。８歳になる娘もサマースクールでお世話になりましたが、とって

も気に入っていて、夏になると「早く行きたーい」と言います。まだ小さいので手が

かかると思いますが、これからも宜しくお願いいたします。 

  

★    レッスンで１年お世話になり、プリスクールに移って３ヶ月、ようやく泣かずに楽し

んでくれるようになりました。プリに移ってからは短い文を英語で話すようになり先

生やお友達から色々学んで帰ってきます。ありがとうございます。 

  

★    先日親子遠足、とても楽しかったです。普段の先生達の暖かい接し方が伝わって

きました。 

  

★    クリスマス会の日程がきまりましたね。初めての参加なのでどのような内容なの

か、子どもたちの発表もとても楽しみです。うちはバレエスクールでお世話になっ

ているのですが、英会話やカラテにも興味があるのでクリスマス会で交流を持て

ることを楽しみにしています。 



  

★    10 月からプリスクールに入って前よりも言葉（英語）が増えてきました。この間も

「ママおいで！おいで！Come on!」と自然に英語を使ったのでおどろきました。こ

れからももっと覚えていくんでしょうね。 

  

★ ハロウィーンや遠足といった行事があり楽しませてもらっています。子どもも英語

を通して家では体験できないことができて楽しそうです。 

  

★    ８月よりバレエスクールでお世話になっております。入っていきなりクリスマス会

向けの練習がスタートし、基礎も知らない娘には正直しんどいときもありますが、

先生の優しい指導のもと喜んで通っています。クリスマス会とても楽しみです。 

  

★    すっかりプリスクールにも慣れたようで家にある英語の本を一人でブツブツ（本人

は英語がペラペラのつもり）読んでいます。時々まともな英語（a couple of など）

を話すのでびっくりしますが、自分のことを私が手伝わなくても自ら進んでやるよ

うになったのもすごい！今まで脱いだ服をたたんだ事がなかったのにチャンとた

たんでいるじゃないですか！プリに通ったおかげで色んな事が成長したと思いま

す。ありがとうございます。先生方には感謝です。 

  

★    先日の郵便局見学、いつもと違い、先生達とお出かけし、お買い物もして楽しか

ったようです。 

  

★    いつも大変お世話になっております。一人っ子で初めてのお預かり保育のため昨

年秋より何度かお友達とトラブルもありましたが、いつも先生方が暖かい心で見

守ってくださり、感謝です。この所、一方的なアプローチだけでなく「自分と違う遊

びをしたがる子がいる」、「泣いているときに『どうしたの？』と言ってもそっとして欲

しい子もいる」など色々学んでいるようです。すぐ日本語で考え、訳してしまう母で

すが、家ではあえて英語で答えてくることもあります。バス通で「次は関西外大」



のアナウンスに英語の方の「ネクストスタップカンサイガイライ」だけ聞こえるよう

で、とてもネイティブな「カンサイガイライ」が会話にでてきたりします（笑）。どうし

てもカタカナ英語になりやすい母にネイティブ英語で話されると聞き取れないこと

もしばしば。小さい頃、カタカナで振り仮名を振ってある英語会話やディクショナリ

ーで勉強ごっこしていたのを後悔している母です。 

  

★    親子別のキンダークラスへ上がり、初めは泣いたりぐずったりでしたが、先月初

めて一人でレッスンを受けられた日、先生が抱きしめて一緒に喜んでくださったの

がほんとうに嬉しかったです。 

  

★    週１回のレッスンですが、毎日レッスンを受けたいぐらい楽しく通わせていただい

ています。「今日はなにするのかな？」と娘が言うくらい毎回様々なことを取り入

れて英語を学べる環境がすごく娘の意欲を向上させているのを感じています。今

のスタイルを是非続けていって欲しいと思っています。 

  

★    今まで祖父母にしか預けた事がなかった我が子が今月からプリスクールに通い

始め、 初はずっと泣き、どうなることやら、と思っていましたが、６回目ぐらいか

らお迎えに行くと笑顔で「楽しかった」と言ってくれるようになりました。今後も子供

成長が楽しみです。先生方には色々ご協力いただき感謝しています。 

  

★    英語の Lesson だけでなく生活面でもかなりお世話になり、感謝、感謝です。 

  

★    ４月から週３～４回プリスクールに通うようになってから英語がたくさん出るように

なり、英語で寝言を言ったりします。少しひっこみじあんで初めてのことに取り掛

かるまでに時間がかかるなど色々ありますが、個性を受けとめて対応してくださっ

ているので本当にありがたく本人も幸せだと思います。私も保育士の先生に育児

に関する相談にのっていただき親子共々スクールに感謝しています。これからも

どうぞよろしくお願いいたします。 



  

★    先日の消防署見学、とっても楽しかったようで、お家に帰ってからもたくさん話して

くれました。次回の遠足が楽しみです。 

  

★    子供が少しずつ英単語が話せるようになりうれしく思っています。また今まで子供

のいる友達がいなかったので、私も仲良くできる人ができて感謝しております。 

  

★    いつもお世話になっております。プリを幼稚園がわりにしてお世話になっています。

他にも見学したことがありますが、自分が子供ならもちろんここが好きになるでし

ょうし、親の目から見ても安心して預けられます。親の立場に立って親身にお世

話くださる姿に心から感謝いたしております。 

  

★    娘も三歳になるにあたり、英語にも親しんでもらいたいという思いから、こちらの

教室を知り、入会しました。娘には自然に英語を好きになり、少しずつ身につけて

いってもらえたらと考えていますので、ここはそんな私の理想にピッタリでした。毎

回レッスンを楽しみにしています。これからが楽しみです。 

  

★    早い時期に英語に少しでも慣れ親しんでくれたら、という思いで入会しましたが、

どんどん英語が子供の中に入っていることを実感でき満足のいくプリ生活を過ご

させていただきました。はじめはプリに行く前も行ってからも泣いていて辞めさせ

た方がいいのでは、と心を痛めたこともありましたが、どんな時も暖かく先生方に

接していただいたおかげで親も子も乗りこえることができました。今ではプリも先

生方も大好きで寝言で先生方の名前を呼ぶこともあります。近頃は自分から英語

に取り込むようになりました。子供がこんなにも英語に興味をもち好きになったこ

とにおどろいています。これも先生方のおかげと感謝しながら素直に喜び、今後

を楽しみにしています。 

  



★    先日ハワイへ行ったとき現地の友達の英語をうちの子は理解できていました。ま

だ１ケ月半ですが効果におどろきました。 

  

★    先生方が大好きなので通うのが楽しくて仕方ないようです。親として嬉しいかぎり

で、先生方感謝、感謝です。BE に出会えてよかったとつくづく感じています。 

  

★    子供も口を開けば「ABC行く」とプリが大好きです。また今年もお世話になります。 

  

★    まだ入会したばかりですがとてもアットホームな雰囲気なので毎回楽しくレッスン

を受けています。 

 


