
２月の第４週目（２月 19 日～）と第５週目（２月 2６日～）にオ

ープンクラス(参観日)を開催する予定です。自由参加ですが、ご都

合のつく方はぜひご参加ください。通常とは違うクラスの雰囲気に

子供達も緊張し、いつもとは違う行動をとるかとは思いますが、温

かく見守ってあげてください。 

 

❖２月 19 日（火）～2 月 23 日（土） 

スーパートドラー 

 

❖２月 26 日（火）～3 月 2 日（土） 

スーパーキッズ・キッズクラス・スーパーフォニックス 

 

●下のお子さんや上のお子さんを連れてクラス参観をされる場合、

クラスの進行の妨げとならないようお願いします。 

●当日は込み合いますので、あかしあ台教室にはお車以外でご来校

ください。  

●学校近辺での路上駐車は近隣の方の迷惑となるので、ご遠慮下さ

い。(エルムプラザ・イオンモールなど 2 時間は駐車無料です。) 

●クラスの後半 30 分を参観の時間とさせていただきます。 

●授業の写真・ビデオ撮影はご遠慮下さい。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

News Letter Feb 2019 

 
はじめに 

 

みなさんは投資と聞いて何を連想されますか？ 

不動産、株、投資信託、国債、FX、最近話題になったビットコインなど

の仮想通貨などを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。実は

私も「銀行」とは何なのか疑問に持ち始め、とりあえず漫画「インベス

ター」を読みながらお金について学びました（←漫画かいな･･笑）。 

 

日本ではお金の話はなんとなくタブーとされ、学校の授業でも金融につ

いて勉強することはほとんどありません。一方、アメリカの小学校では

カリキュラムに「投資の授業」が含まれています。教育法でも、「アメ

リカ人はすべからく経済教育を受ける権利と義務がある」と制定されて

います。実際に、若い頃から投資を始める学生も珍しくありません。イ

ギリスでは、中学校で「経済や金融の教育」を受けるそうで、「経済や

金融の知識が、人間力の一つになる」と考えられているそうです。 

いろんな投資がありますが、どれも必ずリスクが伴うもの。でもリスク

なしで、確実に利益となって返ってくる投資があります！それは「英

語」。英語が使えるようになり損をした、時間の無駄だったという人に

今まで出会った事がありません。ちなみに、英語をマスターした人達が

身近にいたらぜひ英語がもたらした恩恵を聞いてみて下さい。仕事や進

学などに有利になったという方ももちろん多いと思いますが、多様な価

値観との出会いや、情報量や選択肢の広がり、内面の成長を促す機会

等、確実な人生の利益となって返ってきた人は多いはず。 

 

海外では、「将来の資産形成は国に任せるのではなく、自分自身で行

う」という考え方が浸透しているため、お金の教育に力を入れる国が多

いですが、英語学習も誰かに任せるのではなく、結局は自分が主体。英

語学習においても「長期・積み立て」が大事です。必ず利益となって還

元されると信じて学習に励みましょう！ 

 

●≪重要≫翌月からの各種変更（休会・退会など）の手続き

の届出締切日は２0 日までです。お間違いのないようお願い

致します。一部欠席された場合、あるいは２０日までに休

会・退会のご連絡がなかった場合、特別な理由を除き後から

の払い戻しはできませんのでご了承ください。 

 

●テキストブックのおさがりを今まで使用可能とさせていた

だいておりましたが、書き込みなどが多く、授業に支障をき

たしておりますので、新年度からはテキストブックは必ずご

購入していただきます（但し、スーパートドラーのテキスト

ブックは除く）。 

 

●「英語で多読クラブ」の参観日は 2 月 6 日（水）と 2 月

14 日です。暗誦とプレゼンを企画しています。保護者の方

は、ぜひお子さんの頑張っている姿を応援しに来てくださ

い。受講者以外の方でも、英語で多読クラブに興味がある方

は参観が可能ですので、眞由美先生、もしくはペイトン初穂

までお申し込み下さい。 

 

●4 月よりお月謝の自動振替の手数料が加算されます。詳細

は裏ページにてご確認下さい。 

 

●≪２月～３月の振替日≫3月以降は未定です。時間帯が変更しますの

で、アークアカデミー3月号でお知らせいたします。 

https://airrsv.net/arkacademy/calendar 

 
スーパーキッズ 2 月 16 日（土）3 月 16 日（土） 

キッズ①＆①+ 2 月 23 日（土）3 月 23 日（土） 

キッズ②＆②+ 2 月 12 日（火）3 月 12 日（火） 

キッズ③＆③+ 2 月 19 日（火）3 月 19 日（火） 

バイリンガル/中学生 2 月 2 日（土）3 月 2 日（土） 

 

 

★Contents★ 

■はじめに■最新情報・お知らせ 

■今月の誕生日■お月謝振替手数料のお知らせ 

■オープンクラスのお知らせ■新年度クラス編成 

■新規開講ライディング（添削）コース 

 

 

 

ARK ACADEMY 
アークアカデミー英会話教室 
 

三田市あかしあ台４-８-１ 

Tel /Fax : 079-563-3132 
Email: info.ark.academy@gmail.com 

ホームページ「アークアカデミー英会話教室」で検索 

フェイスブック： www.facebook.com/ark.academy.sanda 

 

Vol.101 

 

アンケート配布からクラス編成の流れ 
 

① 新年度希望クラスアンケー用紙 ○済  

↓ 

② アンケート回収（12 月中）○済  

↓ 

③ 新年度時間割作成・配布 ○済  

↓ 

④ 在校生の来年度クラス予約受付（1 月～2 月頃） 

↓ 

⑤ 新入会者希望者の受付 

↓ 

⑥ クラス編成・新年度時間割の完成（2 月～３月） 

 

4 月より引き続き受講をご希望の方で、新年度クラス予約用紙をまだ提

出されていない方は、至急ご提出をお願いします。 

 

すでに満席のクラスもございますので、保護者の方とご相談しながらク

ラス編成をすすめていきたいと思っています。兄弟関係、クラス構成

（男女の比率、レベル、ダイナミック）や会員歴などを考慮させていた

だきますが、できるだけお子さんの性格や適性、レベルにあったクラス

をご提案できるよう努めさせていただきます。 

 

2 月中頃から新規入会者の受付を始める予定ですので、お知り合いやご

兄弟で、英会話教室を検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ

アークアカデミーをご紹介下さい。 

 

https://airrsv.net/arkacademy/calendar
mailto:info.ark.academy@gmail.com
http://www.facebook.com/ark.academy.sanda


 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  
  

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
    

重要 
 

授業料口座振替の手数料について 
 

４月１日より郵貯銀行のサービス料金が改訂されます。それ

に伴い契約料金・月額料金・手数料等が値上げされます。こ

れまで毎月のお月謝の引落手数料はスクールが負担しており

ましたが、各種料金の値上がりの為、４月より手数料は払込

人負担とさせていただきます。月々の手数料は５４円で、年

間にすると６４８円をご負担していただく形となります。 

 

引き続き、教材費などお月謝以外に発生する料金は最低限度

におさめていきたいと思っていますので、心苦しいお願いで

はありますが、ご理解とご協力をお願い致します。 

英語学習は 4技能がバランス良く学ぶ事が大事だと言われています。でも

「読む・書く・話す・聞く」を週に 1度の授業でカバーするのは限度がありま

す。やはりご家庭でのサポートは不可欠だと思いますが、「読む・聞く」に関し

ては、教室で使用している教材・またはインターネットをうまく使えば個人レ

ベルでも学習する事ができます。「話す」に関しては、英会話教室をフルに

利用していただく事が理想です。やる気さえあれば、「読む・聞く・話す」は独

学でもなんとかなる分野です。 

 

しかしながら「書く」に関しては、英語が堪能でない限り、自分が書いた英文

が正しいかどうか判断できません。また、「書く」事は、文法力も、読む力も

反映される上、英語らしい文を書くためには、英語の思考表現スタイルを学

ぶ必要があります。日本の中学・高校の試験で出題されるような「英訳」

（習った文法や単語をちゃんと使いこなせればＯＫ）に慣れてしまうと、英語

らしい文が書けなくなってしまう上、自分の意見を論理的に述べる技術がな

かなか身につかなくなってしまうので注意が必要です。問題集などを買って

きても模範解答が書かれているだけで自分の書いた答えが正しいのかわか

りません。答えは無限にあるため、正しいかどうかを判断するには確かな英

語力がある人にチェックを依頼するしかありません。でも、英語が母国語の

ネイティブだからという理由だけでは、英語の文が書けるかどうかは判断で

きないものです。アークアカデミーでもネイティブ講師採用の際、必ずカバー

レターやレジュメを提出していただくのですが、まともな文章が書けている人

は多くはありません。 

 

大学入試では昔から国公立の二次試験等で英作文が求められていました

が、近ごろは高校入試の問題を見てみても傾向として自由英作文がどの都

道府県でも出題されており、自由英作文ができるかどうかで大きな差がつく

形となっており、Writingは侮れないスキルになっています。そして英検も、

昔は英作文は準１級以上でしたが、２０１７年から３級以上は英作文が導

入されました。アークの生徒さんも 3級以上の英検を受験された方は、ライ

ティングに苦戦されたのではないでしょうか？ 

 

このようにWritingの力が確実に求められる流れになってきています。試験

の対策のためにだけWriting を重視するのではなく、Writing というのは正し

い英語が習得できているかどうかという点を把握するのに非常に有益である

し、自分の考えを論理的に述べる練習になります。また「書く」事で頭の中を

整理する訓練され、正確に「話す力・伝える力」が伸びます。しかし残念な

がら、現在の日本の公共の英語教育で、日本人・外国人に関わらず「書く」

指導ができる教師はとても限られています。 

 

この決して疎かにできない Writingの分野でもアークアカデミーはみなさん

のお役に立ちたいと思います！今年 4月より、英文添削コースを新設する

予定です。気軽に添削をご依頼いただける料金設定ですので、量をこなす

事が可能です。 自分で書く→添削する→書き直す という作業を何度も

繰り返す事によって、英文の「型」が身についてきます。 

 

課題は英検の問題から出題させていただきます。「自由形式」は以外と何

を書いていいか分からないも。「自由」な書き方より、まず「型」を学び、英語

エッセイの基本的な書き方を学んでいただければと考えています。 

 

 

 

【こんな方にお勧めです。】 
 

●ある程度の英語のインプット量がある 

●アカデミックな英語エッセイの書く練習がしたい 

●英検や TOEFL対策 

●英語の総合的な力を高めたい 

●英語の思考表現スタイルを身に付けたい 

 

【内容】 
 
●ライティングコースはアークアカデミーの会員様のみご利用可能で

す。 

●こちらのコースでは英検 3級～英検 1級のライティングの課題を使

用します。 

●発話では細かな文法ルール・語彙の選定などの誤りをチェックする

ことができませんが、Writingでは現在の英書いていただいた英文を文

法・語彙面でチェックし、必要ではれば日本人講師がフィードバックさ

せていただきます。 

【料金】 
 

●添削チケット１枚にて約 25語～240語の英文を添削します。 

●添削チケット１０枚からの販売となり、代金は 1620円～54000円

（税込）とさせていただきます。（有効期限はご購入から６か月） 

 

 3級レベル 25語～35語    1620円/10枚 

 準 2級レベル 50語～60語  2160円/10枚 

 2級レベル 80語～100語   3240円/10枚 

 準 1級レベル 120語～150語 4320円/10枚 

 1級レベル 200語～240語  5400円/10枚 

 

【注意事項等】 

 

 英文のチェックはクリストファー先生が担当いたします。（必要が

あれば日本人講師がアドバイスをさせていただきます） 

 お子様が書かれた英文はメールにてご送信ください。Word等

添付ファイルにも対応いたします。 

 英検ライティングが初めての方は、英検ホームページで公開さ

れている「Dr.Writeのライティングに挑戦」をダウンロードしてご利

用下さい。 

 ご提出から３日以内に PDF ファイルに添削内容をまとめたもの

をご指定のメールアドレスまでお送りいたします。ただし、添削希

望者の人数によっては、返信が遅くなる場合もあります。 

 添削基準は英検の「ライティングテストの採点に関する観点およ

び注意点」に準じます。 

 

 


