
   
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T.P.A.Newsletter 

東京パスポート学院 ニュースレター 2022年 7－8月号 

 

Jul-Aug 
2022 

＊今月号のご案内＊ 

P1  スクールからのお知らせ 

P2  TPA卒業生にインタビュー🎤 

Ｐ3-4 “Ｓomething I like about Japan”  

        日本で好きなこと 
 

★ＴＰＡスクール夏休み期間★  
8月 4日(木)～8月 17日(水) 
※この間の振替レッスンはございません。 

サマースクール、英検講座は夏休み期間 

中も開校となります。講座日程をご確認ください。 

◆ 英語日記習慣で英語力 UP! 

この夏休みに英語日記を始めてみませんか？ 

英語日記で、英語で考える習慣がつき、 

添削してもらうことで、自然な英語表現が 

身につきます。 

英語日記添削お試し4日間 1,320円(税込) 

大人気の“Q＆A Diary”も受付にて販売中！ 

5年間書き込めて、１日4行の短いスペース。 

質問付きなので書く内容に困らず続けやすい 

のが特徴♪ 受付にサンプルがございます♪ 

◆親子無料イベント 英語絵本おはなし会  

子どもは絵本が大好き。ワクワクしながら想像力を広げ、

感情が豊かになります。自然と何でも吸収する時期に英

語や異文化の世界を絵本を通して体験してみませんか。 

対象：2歳児～年長さんと保護者の方 限定5組 先着順 

【8月の予定 各日 同じ内容です 40分間】 

8月23日（火）午後3:30-4:10  

8月27日（土）午後1：30-2：10  

イベント詳細はＨＰまたは受付に案内がございます！ 

◆アバターコンテスト 8月 17日(水)！  

小学生～中高生英会話クラスで使用しているRaz-plus

リーディングアプリのアバターコンテストを実施します！ 

夏休み中にたくさん読み、スターをためて、素敵なアバタ

ーを作ろう！ 投票日8月22日(月)～8月27日(土) 

 1位に選ばれた人には1,000スターポイントプレゼント！ 
 

↓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 

 

◆夏期 英検対策講座  少人数制 

次回の10月初旬の試験に向けて、準備しよう！ 

・グループ講座は日本人講師が丁寧に分かりやすく指導 

・塾専用の「旺文社 英検トレーニングゼミ」の質の高い豊富

な問題で学習 

・ライティング対策、面接対策のみも受付中! 

◇ 2級 10日間 7/23-10/1 土曜 16:30-18:30 
 

◇準2級 下記の10日間   ＊各日13:30-15:30   

  7/22、 7/26、 7/27、 7/28、 7/29 

8/2、 8/3、 8/17、 8/18、  8/19  

◇3級   下記の9日間   ＊各日10:00-12:00 

  7/26、 7/27、 7/28、 7/29 

8/2、  8/3、 8/17、 8/18、 8/19      

◇4級   8日間 7/26 -9/27 火曜 16:30-18:30   

◇5級   8日間 8/18 -10/6 木曜 16:40～ 

         1時間と2時間 隔週 
 

各級、無料でミニ模擬テストを実施中ですので、ご興味のあ

る方はお気軽にお知らせください。 
 

上記日程が合わない方、準1級講座はプライベートレッスン

で対応させて頂きますので、ご相談下さい。 

 

◆ＹＡＲＤ ＳＡＬＥ 開催♪ 7月30日(土)10:00-11:00  

姉妹校・すくすくワールド(小杉ビル5Ｆ)にて 

絵本(日英),知育玩具、ゲーム、輸入教材、 

キッチン用品などを無料～数百円で 

お譲りします。 

＊人数把握のため、お越しになる場合は 

事前にメール又はお電話ください。 

電話：042-528-6550 

メール：sukusukuworld@gmail.com 

 

◆ 口コミにぜひご協力ください。  

Googleでは、口コミのレビューが表示されます。 

「東京パスポート学院」をより多くの方に知って 

頂くために、実際に通ってくださっている生徒様のご意見や

感想は、英会話を検討されていらっしゃる方にとって、貴重な

情報源となります☘ また、東京パスポート学院では、頂戴し

ましたご意見・感想を参考に、より良いレッスンを提供できる

よう努めてまいりますので、どうかご協力の程、よろしくお願

いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学 3 年から 6 年まで 

アメリカ・マサチューセッツ州在住 

西田 健
け ん

剛
ご

 さん 

TPA 通学歴:小学生～中学生 約 3 年半 
 

アメリカから帰国後は市立の中学校を経て 

ICU 高校の帰国生枠で入学。 

◆近況: 高校卒業後、興味がある気象関連を学びたく、

東京農工大学農学部地域生態システム学科に進学。大

学の英語面では、英語の授業以外に、サークルで翻訳班に

所属し英語の文献を日本語に翻訳する作業をしています。 
 

◆英語を身につけて良かったこと：一つは、英語のコンテンツ

がスムーズに理解できるようになったことです。映画や文献、

ニュース記事等で多くの英語圏のコンテンツに触れますが、日

本語の訳ではどうしても細かいニュアンスや表現の精密さが

失われてしまうことがあります。原文が伝えたいメッセージをそ

のまま受け取れることはとても大きかったです。日本語訳があ

れば、自分で翻訳してみて、違いを比べることで「ここはこうい

う風に訳せばいいんだ」と学べ、とても楽しいです。英語の理

解が深まることで、勉強と趣味、日々使うことに活かすことが

できるので、英語が使えてよかったと思います。 
 

◆英語の習得方法：中学 2 年に英検 1 級を取得しまし

た。帰国子女なので英語の基礎力はあっても、1 級は専門

的な単語が多いため単熟語をたたきこみました。長文で分か

らない単語があっても、前後の文脈で見当がつくので、いかに

多くの単熟語を知っていることが大切だと思います。単語は 

イメージを掴んで覚えます。例）“discontinue”なら”dis”

＝否定、”continue を否定”➡「中断する」という意味に結

び付きます。イメージしづらい単語は、ただひたすら覚えま

す！また、自分の「好きなもの」に英語で触れることが大切

で、アメリカにいた時はよくアニメ”Sponge Bob”を見ていまし

た。ほぼ何も英語が分からない状況でアメリカ生活が始まり、

必然的に英会話を習得しました。日本帰国後すぐに、継続

的に英語に触れる機会を作るためＴＰＡの帰国子女クラス

に入りました。現在は海外の You tube をよく見ています。 
 

◆TPA の生徒さんへのメッセージ：「勉強だから」と思うと何事

も行き詰ってしまいます。英語学習はモチベーションを高く

保つと良いと思います。私の場合は先生と雑談をすること

で「もっと話したいし、来週も来るのが楽しみだ！」と思える

ようになりました。やはり好きなことに英語で触れることをお

勧めします。英語圏の方々の知識や言動に触れて、英語

を身に付けることができれば、それだけで一歩先へ進めま

す。英語は一歩一歩の積み重ねが大事です！ 

ぜひ頑張ってください！ 

 

幼少～小学 4 年まで 

アメリカ・シアトル在住 

佐々木 彩
あ や

 さん 

TPA 通学歴： 

帰国後～高校まで約 7 年半 

 

アメリカから帰国後は市立の小学校、中学校を経て都立

小平高校へ。高校在学中に、都の留学プログラムでアリゾ

ナ州に 10 ヶ月留学。 

 

◆近況: 高校卒業後、明治大学の国際日本学部で「日

本と世界をつなぐ」という軸のもと、日本のポップカルチャーから

世界の文化まで、多岐にわたる講義を自分で選択して学ん

でいます。英語で授業が行われるので、日々英語の勉強も

しています。 
 

◆英語を身につけて良かったこと：英語を身につける一番の

メリットは、世界が一気に広がることだと思います。勉強面で

いうと、英語ができるといつでも最新のデータが入手できるの

で、ちょっとした調べものでもとても役に立ちます。 

また、趣味も共有できる仲間がたくさんできます。どんな場面

でも英語ができると、自分の世界がどんどん広がっていくので、

勉強して良かったと思います。 
 

◆英語の習得方法：私は、言語は絶えず続けることが大

切だと考えます。そのため、自分に負荷がかからない形で英

語に接していました。ＴＰＡでは楽しみながら授業を受けら

れたからこそ、のびのびと続けられたのだと思います。 
 

◆TPA 生徒さんへのメッセージ： 皆さんは英語が好きです

か？私は今までの英語学習を通じて、自分の好きなように

楽しみながら勉強をすることが、上達への近道だと学びまし

た。英語は一つの言語だからこそ、たくさんの関わり方がある

のではないかと思います。皆さんも、自分なりの接し方をぜひ

見つけて、英語を大好きになってください！ 

 

 

 

 

 

 

 

東京パスポート学院の卒業生 インタビュー 

今回は、小学生の時にアメリカから帰国後、当校の 

帰国子女クラスに在籍していた生徒さんたちから、 

現在の近況を伺いました。  



今月号では、以前、帰国子女クラスに在籍していた生徒さんにご協力を頂き、近況をお知らせ頂きました。 

彩ちゃんがレッスンをスタートしたのは小学 4 年生の時。英語のかわいい絵日記をつけていて、英語の本を読むスピー

ドがとても速かったことが印象的でした。とても流暢に英語を話す彩ちゃんでも、英検 2 級は少し難しいと当時は話し

ていましたが、その後も英語を続け、今では大学の講義を英語で学んでいます。 

健剛君は、本人は覚えていないようですが、「NASA で働けるよう色んなことを勉強したい」と話す小学生でした。様々

なことに興味と知識があり、中学 3 年の時には健剛君に合う教材に悩み、大人用の教材を使用しました。 

お二人は元々高い英語力がありましたが、それをさらに伸ばそうと積極的に学び続けられたことで、大学の選択肢も

広がったでしょうし、これからの将来への選択肢も大きく広がっていくことと思います。ご活躍をお祈りします。  

辻井 清江 
 

July – August 2022 
 

This month your teachers are talking about something they like about Japan. 
Also, there are some trivia quiz questions that relate to what they like. Can you answer all? 

今月は講師たちが日本で好きなことについてお話します。 

またそれに関するトリビアクイズも出しました。すべて答えられますか。 

Hiking Trivia Quiz ハイキングにまつわるトリビア 

I enjoy hiking and there are many great places to go hiking near us. Mount Takao and Mount Mitake are 

popular places in Tokyo. You can get some fresh air, visit temples and shrines and maybe see some 

kamoshika. Although Mount Takao and Mount Mitake are great places for hiking in Tokyo, they are not the 

tallest mountains in Tokyo. So here is question number 1: What is the tallest mountain in Tokyo? 

私はハイキングが好きで、近隣には素晴らしいハイキングに行く場所がたくさんあります。高尾山や御岳山は東京で人

気の場所です。新鮮な空気を吸って、お寺や神社を訪れて、カモシカにも会えるかもしれません。高尾山と御岳山は

都内でハイキングするには絶好の場所ですが、どちらも東京で一番高い山ではありません。 

そこで、1 番目のクイズです。東京で一番高い山は？ 

 

Outside of Tokyo there are many places to go hiking as well. Some popular places are Yatsugatake, Nikko 

National Park and, of course, Mt. Fuji. We all know that Mt. Fuji is the tallest mountain in Japan at 3,776 

meters. But what about the second tallest mountain? Here is question number 2: What is the second tallest 

mountain in Japan? 

東京以外でもハイキングできる場所がたくさんあります。人気の場所は八ヶ岳や日光国立公園、そしてもちろん富士山

です。富士山の標高は 3776ｍで、日本一高い山だという事はだれもが知っています。でも、2 番目に高い山は？ 

ここで 2 番目のクイズ、日本で 2 番目に高い山は？ 

 

We can also learn about history while we are hiking. There is an old route 

that connected Tokyo to Kyoto during the Edo period. We can still hike part 

of this route today in the Kiso Mountains. Here is question number 3: What 

is the name of this route? 

ハイキングをしながら、歴史についても学ぶことができます。江戸時代には東京と京都を結ぶ古道があります。今日でも

木曽山脈を通るこの道の一部をハイキングすることができます。 

ここで 3 番目の問題：この道の名前は？  【答えは裏面】     - Paul 



 

Answers: 

1: Mount Kumotori  - 2,017 meters tall  雲取山 

2: Mount Kitadake – 3,193 meters tall  北岳山 

3: Nakasendo   中山道 

            

4 Things I like about living in Japan 日本に住んでいて好きな 4 つのこと 

 

Number one: the friendliness of the people. The students I teach English to, the woman who helped me 

when I got lost or the old couple who just smiled at me while I ate at their restaurant in Morioka. Everyone 

was helpful and very kind.  

1 番目：親切な人々。私が英語を教えている生徒さん達、道に迷った時に助けてくれた女性、盛岡のレストランで食

事をしている時に、ただ微笑みかけてくれたオーナーの老夫婦。 誰もが手助けをしてくれてとても親切でした。 

 

Number two: I feel safe walking alone. Yes, you still need to be careful. However, I have never been 

approached by a stranger while walking home at night.  

2 番目：一人で歩いていても安心。もちろん、そうは言っても気を付けなければいけませんが、夜に歩いて帰宅する時

に、一度も変な人が近寄ってきたことはありません。 

 

Number three: Tokyo has some beautiful parks, temples and 
trees. I prefer city life but, sometimes, I want a little nature. If 
you know where to look, you can find a little countryside even 
in the heart of the city!  

3 番目：東京には美しい公園やお寺、そして木々があります。私は

都会の方が好きですが、少し自然が恋しくなります。よく注意して見

ていれば、都心にいながらも、ちょっとしたした田園風景を探すことが

できます！ 

 

Number four: it’s easy to travel. I don’t have a car but I can rely on buses and trains. Japan’s public 

transport system is very efficient and it’s famous for the bullet train. Do you know the answer to this trivia 

question: What is the fastest running train in the world?  

4 番目：手軽に旅行できる。私は車を持っていませんが、バスや電車が利用できます。新幹線で有名ですが、日本の

公共交通機関は非常に効率的です。では、このトリビアクイズの答えが分かりますか。 

世界で最も早い列車は？ 

 

What about you? What do you like about Japan? 

みなさんはどうですか。日本で好きなことは何ですか？ 

 Insaaf   

 

Answer:  Shanghai Maglev     上海マグレブ 

         Top speed: 431 km/h 最高時速 時速 431km ＊日本の新幹線の最高時速は 320km 

         Country: China       中国 


