新年と、これからの可能性を広げる方法があります。多く
の親御さんが英語をもっと勉強するよう子どもを励まして
いると思いますが、それは子どもたちの教育において、大
きな役割を果たす機会になるかもしれません。そこで、ア
ゴラからおすすめの新年の目標をご紹介します。
・毎回レッスンの後に息子さん、娘さんのチャレンジブック
をチェックして、問題をだしてあげてください。もし子どもさ
んがわからなくても焦らない。さらにチャレンジブックのCD
を一緒に聞いてあげてください。そしてアゴラのスタッフが
いることもお忘れなく。いつでも質問に答えます。
・英語と外国文化に触れるため、英語のイベントに参加し
てみる。例えばアゴラのスピーキングコンテストや、BBQ
パーティなど。楽しいですよ。

There is something revitalizing about the new year and
possibilities ahead. While many parents may encourage
their children to work harder at their English, perhaps this
is an opportunity for parents to take a greater role in their
child’s education. So here are Agora’s recommended
resolutions for the New Year:
• Check your son’s/daughter’s Challenge Book after every
lesson, and ask them the questions. If they don’t
understand, don’t fret. Make that extra effort to listen to
the Challenge Book CD and remember that our staff is
here to answer your questions.
• Try to take part in one extra English event to help
experience English and its culture. Maybe take part in a
speaking contest, or join us for the BBQ. It’ll be fun, too.

ここでアシュリーに祝福の言葉を贈り、お別れを述べた
いと思います。彼女は婚約し、来月オーストリアへ行っ
て結婚することになりました。一生懸命働いてくれた事、
子どもたちに宿題とはまた別の、家へ持って帰れる大
切な何かを与えてくれたことへ心からの感謝を贈りたい
と思います。

We would like to take this opportunity to congratulate
Ashley and bid her a fond farewell. She is engaged to
be married and will be setting sail for the land downunder next month. A heartfelt thanks for all your hard
work, and giving students something to take home to
think about other than homework.

Congratulations
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Be always at war with your vices, at peace with your
neighbors, and let each new year find you a better man.
~Benjamin Franklin
「自分の悪とはいつも戦い、隣人とは平和を保ちなさい。
そうすれば、新年毎により良い人となるでしょう。」
（ベンジャミン・フランクリン）

Thought du jour

1. JAPEC tests will be held on Mar 6th, 2010.
Applications can be submitted between Jan 25th and Feb
15th.
1. JAPEC児童英検テストが3月6日（土）に行われます。申
し込み期 間は1月25日～2月15日です。
2. Junior Eiken Tests will be held Feb 6th. The
application deadline for these tests is Jan 13th. Lessons for
these tests are being conducted from Jan 7th – Jan 28th.
2. ジュニア英検が2月6日（土）に行われます。申し込み締
め切りは1月13日です。補習レッスンは1月7日～1月28日
です。
3. Open House During the month of February parents are
invited to watch ALS/AGS classes. Please come 5
minutes before class and sit in the back. Regarding
Parent-Teacher Meetings; For an early meeting time
please pick up a meeting request form at the office.
3. 2月は保護者のためのALSとAGSの公開参観月です。
授業開始の5分前に教室に入り、奥に座ってお待ち下さ
い。全てのクラスを自由に参観できます。
また、保護者面談もいつでもできますので、ご希望の方
は、前もってオフィスまでお申し込み下さい。（面談当日
の申込はご遠慮願います。）

School Info・
・スクール案内
スクール案内
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Happy New Year!
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