●≪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。
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● ≪重要≫南ウッディタウン駅前校には待合室はございませんの
で、授業が行われている間は入室をご遠慮ください。また、お車で
ご来校の際はバスループ近くの立体駐車場か、エルムプラザの駐車
場をご利用ください。教室前の駐車場はご利用できませんので、ご
了承ください。自転車でご来校の際はエルムプラザの駐輪場をご利
用下さい。
●コロナ対策に関するお知らせは別紙にてご覧ください。

アークアカデミーの南ウッディタウン駅前校担当のケンドリック先生が 3 月いっ
ぱいで退職しました。4 月からは、ウェブデザインの勉強をするため、再び学校
に通う事になりました。独特の感性を持ったケンドリック先生、専門的な技術と
知識を身に付ける事によって、より社会に貢献できる人材として活躍される事
だと思います。
お別れは寂しいですが、またイベント等のサポートをお願いしたいと思っていま
す。皆さんも、ケンドリック先生を街中で見つけたら、ぜひ話しかけて下さい
ね！。とても喜ぶと思います。
下記の文はケンドリック先生からみなさんへの最後の挨拶です。
Hello everyone.
How are you? I hope you are all doing well, especially during the
COVID-19 outbreak. I hope you are all staying safe and healthy.
I can’t believe it has already been 2 and a half years since I first
started teaching at ARK ACADEMY! Time sure flies by. I
remember quite well how nervous I was when I first met all the
teachers, students, and the parents.
That nervousness quickly gave way though when I got to know
everyone at ARK. ARK ACADEMY’s open and loving atmosphere,
from the energetic and playful students and their caring families,
to the ever-supportive staff, helped me create great relationships
and become a much better teacher over the course of my stay.
I have had an absolutely wonderful time teaching at ARK
ACADEMY. It has given me joy. It has helped me grow as a person.
I have been truly blessed to have had this wonderful opportunity,
and I will cherish every moment of my time at ARK forever.

●オンライン授業に移行になった場合の自宅学習マニュアルをおわ
たし致します。ホームページにも掲載いたしますので、リンクはホ
ームページからアクセスしていただければ簡単です。
●3000 冊以上の英語の本にアクセスできる多読アプリ（フォニ
ックスの学習アプリ付き）のアカウントを 1 年間 6000 円で貸出
致します。アカウント数に限りがございますので、興味のある方は
早めにご連絡下さい。
●インスタグラムを始めました！たくさん
クラスの写真を紹介させていただきたい
と思っていますので、ぜひフォローの方
お願いします！アクセスはこちら →
ユーザーネームは arkacademy_sanda

●≪4 月＆5 月の振替日≫
https://airrsv.net/arkacademy/calendar
スーパーキッズ
キッズ①＆①+
キッズ②＆②+
キッズ③＆③+
キッズ④以上/中学生

4 月 18 日（土）５月３日（土）
4 月 25 日（土）５月３０日（土）
4 月 21 日（火）５月１９日（火）
4 月 28 日（火）５月２６日（火）
4 月１8 日（土）５月１６日（土）

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
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はじめに
新しい命の目覚め、小鳥のさえずり、満開の桜、人間社会はコロナ騒動
で混乱していますが、絶え間ない自然の営みの中に希望を感じる今日こ
の頃です。
先月、長男の卒業式が行われました。窓を全開にした体育館の中、寒さ
で震え上がっていましたが（笑）、心に残る素晴らしい式でした。「簡
素化」した式らしいですが、大切な事に焦点が置かれ、清々しささえ感
じられました。コロナがもたらしたものの１つとして、大切なものは何
か、という事を客観的に問うチャンスが与えられた事かなとも個人的に
思っています。
皆様と同じく、当校もたくさんの困難に直面しております。３月は緊張
の連続、神経がすり減った感じです。そんな中にあって励まされたの
が、「ピンチをチャンス」に変えられた皆様の勇気ある行動。恐怖に囚
われるのは簡単ですが、この機会をチャンスとしていろんな取り組みを
された報告を耳にしました。自宅待機で時間があるので、英語を勉強し
ます！との声も続々寄せられ、「暇」がもたらす効果（？）を実感して
います。英語学習の要は「量」、時間がたっぷりあるこの時期は、英語
学習に最適です。
予定通り新学期が始まりましたが、今後の動向、そして行政の対応を参
考にしながら運営していきたいと思っています。緊急対応といたしまし
て、休校になった場合はオンライン授業へと移行させていただきます。
当校に限らず、今後も多くのシーンでオンラインでのやり取りが定着す
ると思いますので、この機会にぜひ便利なツールに慣れ親しんでみて下
さい。オンライン授業の他に、多読アプリの使用を含めた自宅学習マニ
ュアルを制作しましたので、自宅待機という事態になった場合、ぜひピ
ンチをチャンスに英語学習を楽しんでみて下さい。私達も精一杯サポー
トさせていただきたいと思っています。

（スタッフ紹介）
Super Head Teacher
クリストファー先生
(Christopher Peyton)
●出身：アメリカ
●趣味：かなり多才
●担当：あかしあ台教室
子供・中学生・成人クラス
教える事が大好きなクリストファー先生。赤ちゃんから成人
まで、アイディア一杯のクラスでみなさんの英語学習をお手
伝いします。大手英会話教室やインターナショナルスクール
での講師経験も豊富。二人の子供をもつイクメンダディーで
す。アメリカの大学では、ライティングの技術指導もしてい
ました。
眞由美先生（平野眞由美）

バギー先生
●出身：インド
●趣味：ダンス・クラフト・チェス
●担当：南ウッディタウン駅前校
今年の 4 月から南ウッディタウン駅前校のクラスを担当する
ことになったバギー先生。ケンドリック先生の前任講師だっ
たので、覚えてられる方も多いと思います、システムエンジ
ニアの技術者として世界中の顧客と取引をする一方、子供達
にダンスと英語を 8 年間指導していました。勉強熱心なバギ
ー先生、5 言語が堪能の上、今は日本語の猛勉強中。三田市
国際交流主催の日本語スピーチコンテスとでは、見事に最優
秀賞を受賞。学ぶ側に立った、丁寧な指導が人気です。

育子先生（下村育子）

※■で塗りつぶされた日は休校日です。
今月
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●出身：兵庫
●趣味：フルート、ピアノ、読書
●担当：英会話サロン、クラスサポー
ト・英語で多読クラブ

●出身：兵庫
●趣味：英語演劇、ピアノ
●担当：子供クラス、スーパーフォニ
ックス、英検集中講座

アークアカデミーのスーパースタッフとい
えば眞由美先生。なんでもできてしまうの
で、ついつい仕事量も膨大に（すみませ
ん・・）。英会話初級・中級者を対象にし
た英会話サロンは、いつも笑いと笑顔でい
っぱいです。アメリカでの海外生活や塾講
師しなど、経験も豊富。

子供が大好きな育子先生。笑いが絶え
ない育子先生のクラスは、子供への愛
情で溢れています。アークアカデミー
ナンバー１ の元気講師です。英語講
師としての経験も豊富で、英語を第１
外国語として学ぶ日本の子供達の心を
熟知した超ベテラン講師。

初穂先生（ペイトン初穂）

●出身：徳島
●趣味：僻地旅行、たま～にアイシ
ングクッキーを作っています。
●担当：育児サークル、受付事務、
クラスサポート、
育児サークルを担当して早１０年目、子
供達の元気パワーに励まされ、息切れし
ながら楽しんでいます。世界 40 か国以
上を 1 人でトコトコ訪れた経験や、海
外で仕事をした経験を日本の英語教育に
活かしていきたいと、熱い思いで心は燃
えています！

