
www.askult.com

新着情報・お知らせ

新しい命の目覚め、小鳥のさえずり、満開の桜、長い三田の冬を耐え忍ぶ私
達にとって、春の音連れは人一倍嬉しいものではないでしょうか？ 春とい
えば出会いの季節、アークにもたくさんの生徒さんが英語という未知の世界
の扉を開こうと、入会を希望してくれており、私達もドキドキしながら新た
な旅に胸を躍らせています。

「新しい出会い」で思い出すエピソードですが、私の名前は「はつほ」とい
い、初めて出会った方にはよく珍しい名前ですね、というコメントをいただ
きます。日本だけではなく、外国、特に北米でも、珍しい音の名前らしく、
「なんだ、この奇妙な響きの複雑な名前は？？」というリアクションがほぼ
必ず表情に表れます。日本人には意外と思うかもしれませんが、平仮名の
「つ」の音は、英語にありません。「はつほ」が「hot sauce」に聞こえるそ

うなんです（笑）。全然違う！と不思議に思われるかもしれませんが、日本
人がLauraさんの事を「ローラ」、Ruthさんの事を「ルース」とカタカナ読

みしてしまうのは、同じレベルくらい全然違う音なのです。ただ、今までお
会いした多くの外国人の方は、何度も何度も、きちんと発音できるようにな
るまで繰り返し私に確認してくれました。「きちんとした発音で相手のこと
を呼ばないのは極めて失礼だ」と思うそうです。「きちんとした音を出す＝
発音」に対する情熱、というのに驚かされる事がしばしばありましたが、発
音に対する真髄な姿勢は、ぜひ見習いたいものです。

グローバル化の為に英語を！と必死になっている文科省ですが、フォニック
スではなく、ローマ字が今まで以上にがっつり刷り込まれる小学校英語に疑
問を持っています。「おもてなし」の国なのだから、国際社会におけるプレ
ゼンスを維持するためにも、きちんと礼節をわきまえた振る舞いができるよ
うになるべきだし、だったらカタカナを読むような英語の発音にならないよ
うにする、というのはとっても大事なことだと思います。ネイティブのよう
な発音ではなく、ネイティブにも通じる発音を身に着ける事で、相手へ敬意
を表す事ができるし、言葉に対する真髄な姿勢って人間力を計る物差しにも
なります。

ネイティブにも通じるきれいな発音は、たくさん正しい音を聞くことと、
フォニックスのルールを学習する事で必ず身に付きます。脱カタカナ英語を
目指し、世界に通じる英語を習得しましょう！！
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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。

●【重要】駅前教室をご利用の保護者様へ

建物前の駐車場で遊ぶのはとても危険ですし、他の店舗さんに迷
惑がかかります。送迎の際は速やかにご移動いただけるようお願
いします。また、他の店舗さんのお仕事の邪魔になる行為がない
よう、小さなお子さんから目を離さないようお願い致します。

●ゴールデンウィークの休校日は5月4日(火）～8日(土）です。

●教室内は必ずマスクを着用してください。レッスン用のバック
にスペアのマスクを入れていただければ、うっかり忘れてしまっ
た時も安心かと思います。ただし、5歳以下のお子さんは、正し
くマスクを着用する事が困難なため、オプショナルとさせていた
だきます

●幼稚園年長以上のクラスより、授業を欠席した場合、補講をご
利用いただけます（キッズ②以上は補講と振替のどちらか）。今
年度入会される生徒様には別紙にて補講・振替のご利用方法をご
案内いたします。

●多読アプリ有料貸し出し受付中：
多読アプリ＋フォニックスアプリ 6000円/年間

●≪４月～５月の振替日≫6月以降は振替ページをご参照下さい。
振替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。

振替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。

〒６６９－１３２３ 三田市あかしあ台４-８-１

Tel /Fax : 079-563-3132
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Thank you, Bhaggy !
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スーパーキッズ 4月17日(土）5月22日(土）
キッズ①＆①+ 4月24日(土）5月29日(土）
キッズ②＆②+ 4月21日(火）5月18日(火)
キッズ③＆③+＆キッズ④ 4月28日(火）5月25日(火）
キッズ④＋/中学生 4月17日(土）5月15日(土）

アークアカデミーの南ウッディタウン駅前校担当のバギー先生が、3月いっぱい
で退職しました。4月からは、集中的に日本語を勉強をするため、日本語専門
学校に通う予定です。すでに5語をマスターされているバギー先生、日本語と同
時に、引き続き韓国語も勉強されるそうです。祖国のインドでは、日本語を話せ
る事が、年収アップに直結するとか・・将来インドに帰国したら、日本語学校も開
校したいという夢も語ってくれました。

とても優秀なバギー先生なので、1年後には私より日本語が上手になりそうです。

「語学をマスターするには若い時がベスト」という、ご両親のアドバイスを素直に
受け入れ、1年間は語学の習得に集中されるようです。その意欲、見習いたい
ものですね！
お別れは寂しいですが、バギー先生が夢に少しでも近づけるよう、応援していた
だければ励みになると思います。

下記の文はバギー先生からみなさんへの最後の挨拶です。

I would like to use this opportunity to thank all the students, 
teachers, and parents with whom I’ve shared this journey over 
the past year.

I especially wish to thank each and every child for the warmth, 
memories and the learning that we have shared last year. I’ve 
watched you learn and grow. We worked hard together and had 
so much fun. I will never forget you.

Sadly, continuing my education requires me to step away from 
teaching for a time. It is the closing of one door and the 
opening of another.

To the students, I say Thank You! For when I teach, I also 
learn. A little bit of each of you will always remain with me. 
Always strive to be the BEST that you can be.

To the teachers, Thank you for all the teachings. You will 
always be remembered.

To the parents, thank you for letting me to be the teacher. It 
has been a rewarding and wonderful year for me.

Sincerely,
Bhageswari
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（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）

●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

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。

初穂先生（ペイトン初穂）

●出身：徳島
●趣味：僻地旅行、読書、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！

アリス先生
●出身：フィリピン
●趣味：ギター・AutoCAD 
●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

することになったアリス先生、今年３月まで、大阪の大
手インターナショナルスクールで働いていました。子供
が大好きで、皆さんと楽しいアクティビティをしながら、
英語学習ができる事をとても楽しみにしています。シス
テムエンジニアのバックグランドもあり、コンピュー
ターも大好きなので、オンラインゲームのイベントも企
画してくれるかも？

育子先生（下村育子）

●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

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。

5月のスクールカレンダー


