ハロー7 月！今年もＥＦＹの壁いっぱいにみんなの願いが広がるのがたのしみです☆彡

とある研究によると、心配事の９割は
実際に起こらないそうです。なので

言語には周波数があり、人間は年を
取る度に高い周波数から聞こえなく

Flexibility and mobility are the
foundation for movement and

心配しすぎてしまう人は、なるべくし
すぎないように気を付けましょう。そ

なり、聞こえなくなった周波数は二度
と戻りません。英語は日本語より周

important to develop strength,
speed, agility, power, and

んな事を言われてもと思う人は、心
配事を全部ノートに書き出してみま

波数が高いので英語耳を持続する
ためには英語を聞き続ける必要があ

endurance.

しょう。すると実際にはそんなに起こ

ります。Let's keep listening!

ToDo リスト（やる事リスト）を活用し

らないという事が目に見えてわかり
ますよ。
Sir David Attenborough is a
great documentary film-maker.
He makes videos about our
world, and tells captivating
stories.
私はよくユーチューブでアメリカ英語
とイギリス英語の違いについての動
画を見ます。私たちがよく知っている
ブランド名や身の回りのものの発音
の仕方が違ったり、そもそも単語が
全く違うなど不思議で面白い発見
があるのでみなさんもぜひ見てみて
ください:)

ている一人です。朝その日にやるべ
き事を書き出します。もう覚えておく
「今日のありがとう」我が家では布
団に入って寝る前に一人ずつ今日
一日でありがとうと感じた事を自由
に話してから寝ています。飛ばして
「ハイハイおやすみ〜」とドアを閉め
ようとすると、習慣になった今は子供
達から「今日のありがとう」言ってな
いよ！と言われることも。どんな小さ
な事でもいいので一日の終わりに
何かに感謝すると、ほっこりした気持
ちになれますよ☆

全て☑になった時の達成感がたま
りません♪
Success is not final, failure is
not fatal: it is the courage to
continue that counts.
Winston S. Churchill
先日、“School of Rock”という映画

ロビーにいる魚を見てひげって何て

犬のケージやキャリーは、中で立ち
上がった時に少し余裕のある高さで、
向きを変えたり足がはみ出さずに伏
せていられる大きさが理想です。広
すぎると落ち着きません。慣れれば、

言うんですかと生徒さんから質問が

動物病院やペットホテルに預けたり、

ありました。日本語ではどのひげも
ひげと言えるけど、英語だと動物の
ひ げ は whiskers 、 魚 の ひ げ は
barbelｓと言います。普段使わない

万一災害などで避難するような時も
中で落ち着いて過ごせます。

と忘れがちですが、こういった違いを
知っておくと面白いですね！

我が家には、チクワという猫がいます。
ロシアンブル ーとい う種類で別名

Here's the thing about time;
those who can't make the most
out of any given moment, do

「サイレントキャット」と呼ばれていま
す。鳴かない、爪もほとんど研がない、
猫らしくないチクワですが、わたしが
くしゃみをする時だけ「ニャー！」と大

not deserve a single extra
second. - Ekko LoL

必要がないので頭の中はスッキリ！
後はリストを見ながらやるだけ。１つ
終わるごとにチェックボックスに✓。

きな声で鳴きます。・・・なぜ？？

を何年かぶりに観ました。10 代の頃
に観てすごく面白かったですが、今
観ても Jack Black のあのテンポの
良いクセのあるコミカルな演技、個
性豊かな生徒たちとの掛け合いが
サイコーに面白い映画です。原語版
の日本語字幕付きがおすすめです！

“人の幸せは学歴や収入で決まるん
じゃなくて「自分の意思で判断しな
がら生きているかどうか」に左右さ
れる。” 最近読んだ小説に出てきて
思わず音読の一節。判断をするため
に必要なのは、広い視野と情報(収
集)力。①本を読むこと②異文化を
知ること③たくさんの人に出会うこと
はその大きな助けになります。…て、
あれ？それって EFY？？

Monthly

Calendar

◇各種お手続き締め切り日（毎月５日） 〇口座振替日（毎月２７日）
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7/ 3(土)

：各種お手続き締め切り日

８/ ５(木)

：各種お手続き締め切り日

７/2５(日)

：サマーイベント

８/ ６(金)

：中高生イベント

★参加申込受付中
７/２２(木) ２３(金) 24(土) ：休校日

From

EFY

◆ 【8 月 7 日(土)のレッスンについて】
長野びんずる開催日ですが、通常通りレ
ッスンを行います。16:30～22:30 の間は
EFY 周辺も交通規制があります。通学手
段など事前にご確認いただきますようお
願いします。（お振替レッスン希望の方
は 1 ヶ月前からお取りできます。）
◆ マスクをしているとのどの渇きに気
付きにくいことがあります。教室内で冷
房を使用していますが換気のため室温は
不安定です。水分補給などで体調管理し
ましょう。
◆ 筆記用具や傘のお忘れ物が増えてい
ます。お忘れ物は EFYLINE 公
式アカウントのタイムラインで
もお知らせしています。

★後日別紙&SNS でお知らせします。
８/ ８(日)～16(月)

：夏休み

