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小学生～高校生まで 

約 10 年間通ってくれた 

吉本 和海
かずうみ

 さん 

 

小さい頃から将来の夢は「パイロット」。 

夢を実現させようと、アメリカでパイロットの免許を取得して

帰国し、現在、日本の航空会社の就職活動中です。 

 

◆出身校:小平高校卒業、東海大学 航空操縦学

専攻 大学在学中 University of North Dakota 

Aerospace（ノースダコタ大学航空宇宙学部）へ留学

協定で 2 年留学 

 

◆英語を身につけて良かったこと:留学中の会話や授業

が楽にこなせたことと、学生時代の英語学習も感覚的に

理解することができたことです。 

 

◆英語の習得方法:日本にいる時は TPA（東京パス

ポート学院）で学び、Youtube で英語の動画や、アル

バイトでは海外からのお客さんに接客する機会を活用しま

した。海外ではとにかく話して、ネイティブ独特の言い回し

が理解できるようになりました。 

 

◆TPA の生徒さんへのメッセージ:小学生の時から通っ

たことで、特に「話す・聞く」ことには自信がつきました。そし

て中高で英語が得意科目となり、小さい頃からの私の夢

「パイロット」に大きく近づくことができました。皆さんも頑張

って自分の夢をかなえてください! 

小学生～中学生まで 

約 4 年半通ってくれた 

中嶋 清
さや

楓
か

 さん 
 

昨年 9 月からドイツ・ 

ベルリンに居住 

スタートアップ SUNRYSE でヨーロッパのスタートアップイベ

ントで起業家の方々へ取材し記事を執筆しています。(*

スタートアップ＝急成⾧する組織。または社会の課題解

決に挑戦している企業）また、外国人の起業家支援を

実施している行政のプログラムとも連携し、私は日本進出

に興味のあるスタートアップや海外コミュニティとの連携を担

当しています。 
 

◆出身校: 小金井北高校在学中、オーストラリアへ 1

年交換留学、青山学院大学在学中にタイに半年、その

後アメリカの San Francisco State University に 1 年

留学。 
 

◆英語を身につけて良かったこと: 

世界中に友達ができたこと。日本と海外をつなぐ仕事がで

きていること。世界中どこからでも働けること。 

また、留学をして日本では普通だったことが、実は違うこと

を知り、視野が広がりました。例えば、ドイツ等の性教育は

進んでいて、日本の性教育やジェンダーへの意識がいかに

遅れているか実感しています。これから、現地の人々に取

材しながら情報発信していきたいです。 
 

◆英語の習得方法: とにかく英語で話して間違えること

が大事だと思います。学生時代は ALT の先生を見つけて

は英語で話しかけていました。 
 

◆TPA 生徒さんへのメッセージ: 英語は話すことが好き

だったのに、中学、高校では読むことや英作文が中心で英

語を勉強するのが嫌になって、英語の成績が「２」になって

しまったこともありました。英語の目的がテスト勉強になると

モチベーションが下がってしまいますよね。ですが、TPA では

英語を話せる機会があるのでぜひ今の環境をフル活用し

てもらいたいです!今住んでいるドイツは、世界中から

様々な人が集まっていて、基本的に英語が通じます!英

語勉強していてよかったなあ、と日々実感しますので、いつ

か絶対に役に立つ日が来るので頑張ってください!応援し

ています! 

東京パスポート学院の卒業生 インタビュー 
学んだ英語を生かして、現在どのようにご活躍されて 

いるか、お話を伺いました。  



今月号では過去の生徒さんにご協力を頂き、お二人の近況をお知らせ頂きました。 
 

「英語は必要」と言われても、なんとなくピンとこない生徒さんも多いことと思います。 

英語が話せなくても生きていけるし…、 

海外に住む予定ないし…、 

成績が悪くなければいいかな...等。 
 

なりたい職業、住んでみたい国、人間関係も英語というツールを通して可能性が広がります。 

今回ご協力くださったお二人は高校生の時にそれぞれイギリスとニュージーランドへ語学留学をされました。 

渡航当初は、英語が理解できなかったり、伝わらなかったり、もどかしい思いや挫折感を感じられています。でも、想い

が伝わらず傷つくことがあっても乗り越えられていらっしゃいます。 

お二人とも英語初心者からのスタートでしたが、その後、このようにご活躍されている姿をとてもうれしく思います。 
 

皆様がもし英語に対するモチベーションが低くなったり、悩みなどがありましたら、ぜひお聞かせください。 

一緒に悩み、解決に向けて考えていきたいと思っております。  

辻井 清江 
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This month your teachers are talking about their spring time traditions. 
今月は、講師たちが春の伝統行事について話します。 

 
Spring in South Africa starts in September and lasts until the end of November. This is because 

South Africa is in the southern hemisphere. In my family, we have three traditions. First, it’s time for 

spring cleaning. We throw away, recycle or donate any items that we don’t use and everybody has 

to help clean the house. 

When I was a child, I usually had to dust the bookshelves and polish the furniture. 

南アフリカの春は 9 月に始まり 11 月の終わりまで続きます。これは南アフリカが南半球に位置するからです。 

私の家族の伝統行事は、3 つあります。まずは、春の大掃除です。不要な物は処分して、リサイクルに出したり、

寄付をして、みんなで家の掃除を手伝います。私が子供の頃は、いつも本棚の埃をとって、家具を磨かなくてはい

けませんでした。 
 

Our second tradition is a family barbecue, called a “braai” in South Africa. My relatives take turns to 

host the braai at their houses each spring. All my cousins come and we have a lot of fun, swimming, 

chatting and eating yummy food!  

2 つ目の行事は家族が集まってバーベキューをします。BBQ は南アフリカでは“ブライ”と言います。毎年春になると、

私の親戚たちは順番で家でブライでもてなしてくれました。いとこ全員が来て、泳いだり、おしゃべりをしながら美味

しい物を食べたり、とても楽しみます。 
 



Finally, in October, my older cousin runs the Peace Trail Run. It’s 

a 22km race and part of the Cape Town Marathon. The trail takes 

you through some beautiful parts of the city. We always meet him 

at the end point at Green Point Stadium and cheer for him as he 

crosses the finish line. I love spring in South Africa! 

最後は、私の年上のいとこが 10 月にピース

トレイルマラソンに出ます。22 キロのレースで

ケープタウンマラソンの一部です。街の美しいエリアを通り抜けるルートです。私たちは

いつもグリーンポイントスタジアムのゴール地点で、彼がゴールラインを走り抜ける時に

声援を送ります。私は南アフリカの春が大好きです! 

- Insaaf 

My family’s favorite spring tradition is Easter. Easter’s date is different every year but it is always on 

a Sunday. Easter is a Christian holiday but it also celebrates the arrival of spring. A few days before 

Easter Sunday children and families dye and decorate Easter eggs. We dye the eggs bright colors 

and decorate them with crayons and stickers. On Easter Sunday the Easter Bunny comes while the 

children are sleeping. The Easter Bunny hides the Easter eggs and the children can have fun finding 

all the eggs. The Easter Bunny is similar to Santa Claus. 
私の家族のお気に入りの春の伝統行事はイースター（復活祭）です。イースターの日は毎年異なるのですが、必ず土曜日

になります。イースターはキリスト教の休日ですが、春の到来をお祝いする日でもあります。イースターの日曜日の数日前に子

供たちと家族はイースターエッグを染めて飾ります。私たちは明るい色に

卵を染めてクレヨンやシールで飾り付けをします。イースターの日曜日に

は、子どもたちが寝ている間に「イースター・バニー（復活祭のウサギ）」

がやってきます。イースター・バニーはイースターエッグを隠し、子どもたちは

隠された卵を全て見つけ出すことを楽しみます。イースター・バニーはサン

タクロースと似ています。 

 

Later in the day our whole family, aunts, uncles, 

grandparents and cousins, come over in the afternoon. 

We exchange small gifts like flowers and chocolate. The adults relax and talk while the children run 

around outside and go on another Easter egg hunt. Then we have a big dinner.  
その後、午後には叔母、叔父、祖父母、いとこたち家族全員がやってきます。私たちはお花やチョコレートなどささやかな贈り

物を交換します。子ども達が外を走り回り、もう一度エッグハントを楽しんだりしている間、大人たちはリラックスしておしゃべり

しています。それからご馳走を頂きます。 

 

Bunnies, eggs and flowers are all symbols for spring. Spring is a time of renewal. A time when 

flowers bloom and animals become active again. What spring traditions does your family celebrate? 
うさぎ、卵、花は全て春のシンボルです。春は新しく生まれ変わる時期です。花が咲き、動物も活動し始める時期です。 

あなたの家族はどのような春の伝統行事を祝いますか? 

- Paul 


