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英語はスポーツや音楽といった実技に近いように思います。まずは質より量。
なぜ量をこなす事が必要かというと、情報を潜在意識まで落とし込むことに
よって、頭で考えなくても体が動く状態になるからです。

な～んて偉そうなことを言うのは簡単ですが、実行に移すのは本当に大変。実
は最近、迫りくる大台（年齢）を目の前にし、何かを始めなければ！という強
迫観念のようなものに駆られ、長年の憧れであったピアノに挑戦してみること
にしました。楽譜も読めない、リズム感もない、時間もない、ないないないの
３拍子。でも、アークの生徒さんの頑張っている姿に背中を押され、「継続は
力なり」「石の上にも３年」と念仏のように唱えながら、毎日（とはいきませ
んが）鍵盤をパタパタたたいています。ピアノを習うのって、まるで新しい言
語を学ぶようで、明らかに脳の使っている箇所が違うように思います。なんだ
か覚醒されたような不思議な気持ちです。

また、大人の学び方と子供の学び方の違いも実感しています。大人は論理的理
解に関しては時間短縮できるのですが、それを行動に落とし込むには子供の何
倍も時間がかかります。音感やリズムに関しては、子供にはまったくかないま
せん。英語学習も、大人は文法や語彙などの学習は短期間で出来ますが、それ
らを応用（話す・聞く）に結びつける事は子供のように素直に体が反応しませ
ん。発音やイントネーションも、子供の柔らかい脳が大活躍。素直に聞いて、
素直に発話に繋げていけるところは、ピアノも英語もよく似ているように思い
ます。

目（耳）もあてられないほどのど下手糞で、周りに迷惑をかけているなとは思
いつつも、いつか「トップガンのテーマ曲」を弾けるようになりたい、と低い
のか高いのかわからない目標をかかげ楽しんでいます。

初心に戻れる良い機会、英語学習者の皆さんに寄り添ったサポートができるた
めにも、ピアノへの挑戦はいろんな学びと成長を促してくれているようにも感
じています。継続することの大変さ、でもその過程での学びや、その先にある
新しい世界を、形は違いますが、皆さんと共有できればと思っています。
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●≪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。

●７月２６日（火）～７月３０日（土）、８月９日（火）～８月
１３日（土）はすべてのクラスが休講です。お間違いのないよう
お願いします。

●【スーパーキッズ受講生保護者様】教科書“Jimmy‘s Magic 

House 2”の教科書代2200円は、8月分のお月謝と一緒に引き落と
しさせていただきます。

●英検集中講座5級を受講予定の方は、受講料3300円を8月分のお
月謝と一緒に引き落としさせていただきます。

●【あかしあ台教室】送迎の車の数が増え、時間帯によっては教
室前が車で混雑し、近所の方や通行されている方々の迷惑となっ
ています。混んでいる時間帯を避ける、教室前ではなく近くでお
子さんと待ち合わす、お車以外でお迎えに来ていただく、といっ
た工夫をしていただければ助かります。

●クラスのグループ写真は会員限定ページにて掲載しております。
８月の末まで閲覧していただけます。会員限定ページのパスワー
ドは です

●≪8月～9月の補講日≫補講の予約をキャンセルする場合は、確認メールよりお手
続きください。

フェイスブック インスタグラム ホームページ 補講予約ページ

〒６６９－１３２３ 三田市あかしあ台４-８-１

Tel /Fax : 079-563-3132

ARK ACADEMY

はじめに

スーパーキッズ 15:00～15:30 8月20日（土）9月10日（土）

キッズ①＆①+ 15:00～15:30 8月27日（土）9月17日(土）

キッズ②＆②+ 18:30～19:00 8月23日（火）9月6日（火）

キッズ③＆③+＆キッズ④ 18:30～19:00 8月30日（火）9月13日（火）

キッズ④＋/中学生 14:00～14:30 8月6日（土） 9月3日（土）

新着情報・お知らせ

夏休みスポット入会受付中
夏休みだけ英会話教室に通ってみたい、三田に帰省中の間に英
語に触れてみたい、そんな方にお勧めのスポット入会制度。

費用は通常のお月謝のみで、入会金・年間費・テキスト代など
すべて無料。面倒な手続きもございません。

お友達や親戚の方で、夏休みの間だけ英語学習をしてみたいと
思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひスポット入会をご紹
介下さい。しつこい勧誘(笑)などいっさいございませんので、
ご安心下さいね！
興味がある方はペイトン初穂までお問合せ下さい。
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当校での英検実施日は、10月９日（日）を予定しています。受
験希望者の方は８月20日(土）までにスクールにお知らせくださ
い。8月20日以降より、外部生の受験申込の受付をします。受
験者が定員に満たない場合は、準会場として申し込む事ができ
ませんのでご了承ください。当教室では英検3級まで受験可能で
す。それ以上の級の受験をご希望の方はご相談ください。

また、8月～9月にかけて、英検集中講座を開講させていただく
予定です。5級・３級は開講が決定しておりますので、締め切り
は過ぎましたが、受講生受付中です。
４級はまだ未定ですが、もし受講をご希望の方は
お早目にご相談ください。

場所はあかしあ台教室で、講師は育子先生です。

英検と集中講座のお知らせ

5級 集中講座
日程 7月21日（木）8月4日(木）8月18日(木）
時間 PM4:45~PM5:30

受講料 3300円 (会員以外 4400円）※消費税込み

4級 集中講座
日程 8月25日(木）9月1日(木）9月8日(木）
時間 PM4:40~PM5:30

受講料 3850円 (会員以外 4950円）※消費税込み

3級 集中講座
日程 9月15日(木）9月22日(木）10月6日(木）
時間 PM4:40~PM5:30

受講料 4400円 (会員以外 5500円）※消費税込み



８月＆９月のスクルカレンダー
黒で塗りつぶされた箇所は休校日です。

英検と集中講座のお知らせ
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SUMMER SHOOL

Hello everyone, I am currently a first-year doctoral student at 
Kwansei Gakuin University. Starting from a childhood dream to 
become a professional teacher in the field of science, I finally 
decided to continue my study for a higher degree.

Why is Japan? The first reason is that Japan is one of the 
world's most literate and technically advanced nations, 
especially in its science and technology. This makes Japan one 
of the best countries in the world. I bet you didn’t know that 
my great grandfather is a Japanese named Masao Shirakawa, he 
was one of the Japanese soldiers who used to fight and finally 
settled in Indonesia. Maybe this is the second reason why I 
really want to study in Japan because it turns out that I have 
12.5% Japanese blood.

Let me continue with what I have been studying here in Japan. 
Did you know that our bodies are composed of 26,000-40,000 
DNA that we inherit from our parents? DNA is the molecule 
that carries genetic information (gene) for the development and 
functioning of an organism. It doesn't stop there, it turns out 
that not all inherited DNA can be expressed. There is some 
DNA that is expressed due to environmental influences, we call 
it Epigenetic. Epigenetics is the study of how your behaviors 
and environment can cause changes that affect the way your 
genes work. Very interesting, right? that's roughly the field of 
science I'm studying at the moment. To find out the epigenetic 
mechanism that happens to us. I used living cells that must be 
fed every day as a research tool. These cells are called mouse 
embryonic stem cells.

Stem cells are a major breakthrough in the medical field. Stem 
cell therapy, also known as regenerative medicine can treat or 
prevent a rare disease or condition, like Parkinson's, 
Alzheimer's, etc. Stem cells are the next chapter in organ 
transplantation and use cells instead of donor organs. The 
existence of stem cells really has a big role in curing disease. 

セルマ先生って何をしているの？

おめでとうございます！

みなさんは、フォニックスって聞いたことがありま
すか？
フォニックスは、英語の読み方のルールのことなの
ですが、アークアカデミーで英語学習をし始めて初
めて知ったというパパママも多いのではないでしょ
うか？
そう、このフォニックス、私たちの子供時代にはま
だメジャーではありませんでしたが、ここ最近、子
供英語の世界を中心に広がっています。

フォニックスとは綴りと発音のルールです。英語に
は、この文字の組み合わせにはこの発音、と決まっ
たルールがあります。このフォニックスを学ぶ事に
よって発音がよくなる、それに伴いリスニング力も
アップ、暗記に頼らなくても英語の読み書きができ
るようになる等、いいことづくめです。

アークで学習している生徒さんには既におなじみの
フォニックスですが、未就園児～幼稚園児にお勧め
のYoutube動画を紹介します。なんと、再生回数が
7.6億回！！世界中の子供に大人気なんです。
3分程度と短く、リズムも落ち着いていて聞きやすい
です。

幼児にお勧め

人気のフォニックス動画Therefore, this field is really drawn my interest to continue 
to study. Imagine if we succeed in knowing the epigenetic 
network in humans using stem cells, we can make whole 
individuals only from single cells. This will be a great help to 
the world of science in developing new tools to cure the 
disease.
I have always wanted to become is an influential researcher 
who gives a great contribution to making a better world for 
humanity. I really want to have impactful research that 
brings something important to society globally. Epigenetics 
topic has the potential to advance equality and social justice 
toward a more inclusive egalitarian society. Learning from 
this pandemic, I think in the near future, science should 
decide how we implement social values in a broader human 
or environmental context. I believe that a better 
understanding of Epigenetics will lead to a more sustainable 
future world. The world is extremely wide, we are not even 
as big as a drop of water in the ocean. So hopefully, all of 
you can also find something that makes you keep studying. 
Remember: Dream, Work hard, and Make it happen!

南ウッディタウン駅前校を担当しているセルマ先生。楽しくて優しい先生として活躍し
てくれている一方、関西学院大学の博士課程の学生として研究に励んでいます。実はセ
ルマ先生のおじいちゃんは日本人で、軍人として第二次世界大戦で戦い、その後の生涯
をインドネシアで過ごしたそうです。

セルマ先生の研究分野は、今とってもホットなエピジェネティックス。エピジェネ
ティックスは、遺伝子の塩基配列は同じなのに遺伝子の発現が変わる現象のことだそう
です（人や動植物の特徴がかわること）。なんだか難しそうなんですが、エピジェネ
ティクスに関する研究が進めば、新しいがん治療法やそのほかの病気（糖尿病、全身性
エリテマトーデス、ぜんそく、アルツハイマー病など）の治療法が出てくることが期待
されているそうです。

そんな画期的な研究に日々励むセルマ先生に、研究内容、研究に対する可能性、そして
将来への夢について書いてもらいました。ひょっとして科学の世界に興味をもち、研究
者としての道を歩む方や、再生医療の分野で活躍する方が、アークの生徒さんからも出
るかもしれませんね！興味がある方はぜひセルマ先生にたくさん質問してみましょう。


