
   
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T.P.A.Newsletter 

東京パスポート学院 ニュースレター 2022年 1－2月号 

Jan-Feb 
2022 

＊今月号のご案内＊ 

P1  お知らせ 

P 2-4  

～子供の頃のなりたかった職業～  

 

新年おめでとうございます。 

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうござい

ました。2022 年が皆様にとって素晴らしい年となりま

すよう願っております。本年も変わらぬご厚誼を賜りま

すよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

★Avatar コンテストの結果発表 

当校の小学生～中高生英会話クラスで利用している

リーディングアプリで作れるアバターのコンテストを実

施しました。 素敵な作品が多い中、上位に選ばれた

アバターをご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次回は1月2４日から１週間を投票期間とします！ 

１月23日のアバターがコンテストに使用されます！ 

たくさん本を読んでスターポイントを稼ごう😊 

 

★英語日記添削サービス 

2022年、新年から英語日記を始めてみませんか？ 

英語日記添削は、お試し4日間 1,320円。 

受付にて大人気の“Q＆A Diary”も販売中！ 

5年間書き込めて、１日4行の短いスペース。 

毎日質問が一つ書かれているので、 

書く内容に困らず続けやすいのが特徴♪ 
 

★東京パスポート学院(ＴＰＡ)生徒のご紹介コーナー 

 

Yuriちゃん 中学1年生 

ＴＰＡ歴 4年6か月 

                    中高生英会話クラス、 

中学英語クラスセット 

短期集中 英検講座 

 

Ｑ1：TPAに通っていてうれしいことや良いことは？ 

家で勉強したことや自分の考えを、レッスンでネイティブ

の先生に伝わった時が嬉しいです。私立に通っている

ので授業の進み具合が早いので、中学英語クラスでは

先取りで1学年上のクラスを受講していますが、日本人

の先生が詳しく丁寧に文法など教えてくれるので、新し

いことを学んでもすぐに理解できます。また習った構文

をインプットして、英会話クラスでアウトプットできるとこ

ろがいいです。レッスン以外で英語の場面に遭遇した

時、前よりも理解できる事が多くなった気がして、学校

の授業でも自信を持って英語を使う事ができます。 
 

Ｑ2：普段の勉強法や現在受講中のコースについて 

英会話・中学英語の受講と別に英検対策講座もとって

いるので、習ったことは毎日コツコツと復習するようにし

ています。 
 

Ｑ3：今後の目標は？ 

将来は留学をして、グローバルに活躍できるように自分

の夢に近づけるよう頑張りたいです！ 
 

↓ぜひフォローお願いします♪ 

★インスタ tokyo_passport_gakuin 

★フェイスブックページ 

https://www.facebook.com/gakuin.co.jp  

★ツイッター 

https://twitter.com/TokyoPassport 

 

1位 

K4 クラス  

Souki君 

K1 クラス 

Harutaro君 

K3 クラス 

Komafumi君 

R1 クラス 

Aoi Tちゃん 

5位 

R1 クラス 

Aoi  Aちゃん 

2位 同じ得票数が 3名!! 
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This month your teachers are talking about their dream job when they were kids. 

今月は講師たちが子供の頃になりたかった職業について話します。 

 

Dream Job As A Kid 子供のころの夢 

When I was a kid I wanted to be a baseball player. Not just any baseball player, 

I wanted to play second base for the New York Yankees. My family has been big 

Yankee fans for a long time. My grandfather listened to Yankee games on the 

radio in the summer. Now we watch their games on TV all the time. Sometimes 

we went to New York to watch the games at Yankee Stadium. As a kid I knew all 

the names of the baseball players and I was very excited when they won the 

World Series. 

 

子供の頃、私は野球選手になりたかったです。どんな野球選手でもよいわけではなく、ニューヨークヤンキ

ースのセカンドをやりたかったです。私の家族は長年にわたって大のヤンキースファンです。夏には、祖父

がラジオでヤンキースの試合を聞いていました。今では私たちはヤンキースの試合はテレビで見ます。時々

ヤンキース・スタジアムで試合も見に行きました。子供のころは野球選手全員の名前を知っていたくらい

で、ワールドシリーズでヤンキースが勝った時は本当に興奮しました。 

 

I played baseball every spring and summer. In the spring I was on a team that played with other boys in our 

town. In the summer I joined a different team that played with boys in our state. It was a lot of fun playing 

baseball with my friends. My friends and I used to talk about our favorite teams and favorite players. Some 

kids liked the New York Mets. Other kids liked the Boston Red Sox. I liked the New York Yankees. We all 

talked about playing baseball for our favorite teams. Although none of us ever became professional baseball 

players, it was still fun to play baseball and dream about playing in the World Series.  

 

私は毎年、春と夏に野球をしていました。春は町内の男の子たちがいるチームに入っていました。夏には、

州の男の子たちが入る別のチームに参加していました。友達と一緒に野球をすることは、本当に楽しかっ

たです。友達と好きな野球選手やチームについてよく話していました。ニューヨークメッツが好きな子た

ちもいましたし、ボストンレッドソックスが好きな子もいました。私はもちろんニューヨークヤンキース

が好きでした。みんなで好きな野球チームでプレーすることについて話していました。私たちの中で誰一

人としてプロの野球選手になった人はいませんが、それでも野球をすることも、ワールドシリーズでプレ

ーすることを夢見ることも楽しいです。 

－Paul 

 

 



Firefighters are cool!  消防士はカッコいい！ 

 

When I was a child, I wanted to be a firefighter. It began when my parents showed me an old, British animated 

children’s television series. The show was about a fireman named Sam, his fellow firefighters, and the people that 

lived in a small village in Wales. I loved it! Fireman Sam and the other firefighters put out fires and had many 

adventures helping people! 

 

子供の頃、私は消防士になりたかったです。私の両親が古いイギリスの

子供向けテレビシリーズを私に見せたことがきっかけです。その番組は

サムという消防士と、仲間の消防士、ウェールズの小さな村の住民たち

のお話でした。私はその番組が大好きでした！消防士のサムと仲間たち

が、火を消して人々を救いながら、たくさんの冒険がありました！ 

 

 I watched with excitement and awe when the firefighters saved a man stuck in a snowdrift, and a brother and 

sister who were trapped on the ice of a frozen lake. They rescued a lost cat, helped a child recover his kite, and 

solved a mystery when the village people’s things went missing. Very quickly, I wanted to be a firefighter like 

Fireman Sam. The job was exciting, firefighters helped people, they were brave, they looked after their friends 

and were kind to everyone. It seemed like the best job in the world – and you got to drive a cool, bright red fire 

truck! 

消防士たちが雪の吹きだまりで動けなくなった男の人や、凍った湖の氷

で動けないきょうだいを救出した時、ワ～！と興奮しながらその番組を

見ていました。迷子になった猫や、子供の凧を取り戻してあげたり、村の

人々の物がなくなってしまった時の謎を解決したりしました。すぐにで

も、私はサムのような消防士になりたくなりました。とてもワクワクする

仕事で、消防士は勇敢で、人々を助けたり、友達たちの面倒を見たりとあ

らゆる人に親切なのです。それは世界中で 1 番の仕事に思えました。そ

して何よりもカッコいい真っ赤な消防車を運転できるのですから！ 

-Insaaf 

 

 

 

My dream was to be a shopkeeper. When l was little, my family lived in a shopping district in a 

small town. My parents were selling electrical home appliances there, but I wanted to sell sweets 

and ice cream!  

私はお店屋さんになりたかったです。小さい頃、私の家族は小さな町の商店

街に住んでいました。そこで私の両親は家電製品を販売していたのですが、

私はお菓子やアイスクリームを売りたかったです。 

Hiromi 

 



I always wanted to be a cashier when I was little. I was fascinated by the cashiers 

who could type the price swiftly while shifting the stuff into another basket skillfully. 

Also, the old cash registers that made the ringing sound were very attractive.  

  

私は小さい頃、レジ係になりたかったです。バスケットに商品を上手に移しながら、

すごい速さでレジを打つ姿に魅了されていました。昔の「リン」と鳴るレジはとても

素敵でした。 

- Kiyoe 

When I was a kid, I wanted to be an animator. My mother used to draw me “Cinderella” and “Snow White”.  

I was drawing many favorite heroines and practicing my autograph on the back of 

my notebook. I loved to draw my original Flip-book using the blank space of my 

dictionary！    

私は小さい頃、アニメーターになりたかったです。母がよく私にシンデレラや白雪姫を描

いてくれました。私も好きなヒロインをたくさんノートの裏に描いて自分のサインも練習

していました。辞書の余白に自作のパラパラ漫画を描くのも大好きでした！      

                                                 - Yukari 

 

クリスマスショッピングの様子 

 

2021年最後のレッスンの後は、クリスマスショッピングを楽しみました💰！ 

１年頑張った生徒さんへ＄２０をプレゼントして、駄菓子屋さん風で毎年ショッピングを楽しんでもらって 

います。お菓子の他、にぎってつぶつぶボール、クジ、ねりけし/筆箱、黒ひげ危機一髪風のおもちゃ等を揃

えました！幼児から高校生まで、みんな迷いながらショッピングを楽しんでいました😊 

今年もレッスンで頑張ってドルをためて、ショッピングを楽しんでね！ 

 

 

 

 

 


