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PLSの会に参加して 

６月４日、５日の両日、埼玉県川口市の西川口幼稚園に併設された安養塾ＰＬＳ英語教室において、２０

１２年のＰＬＳの会研究大会が開催されました。今回の総合テーマは：『人を動かすモチベーション作り』

～子どもが学ぶ、大人が変わる～：でした。生徒さんに対し、どのようにして英語学習へのやる気を引き

出すか、保護者の方々にどのようにしてご協力を頂くか、講師、スタッフがどのようにして仕事に対する

意欲を持ち続けるかなど、英会話レッスンに関わるすべての人が、高い英語学習・英語教育意欲を持つ

ためにはどのようにしたら良いのかについて話し合いました。 

冒頭にＰＬＳの会会長マスミ・オーマンディ先生より基調講演があり、その中で教師は自分が教えること

を生徒に押し付けるのではなく、生徒の皆さんに英語学習を通してコミュニケーションを取ることの楽しさ

や、新しい事を知ることの面白さに気付かせることが、教師の役割であるとおっしゃっておられました。こ

れは、ＰＬＳシステムの特徴である生徒中心のレッスン展開に共通することでもあります。 

翌日の公開レッスンでは、小学校低学年のクラスと高学年のクラスを見せて頂きました。いずれのクラス

も特別なクラスではなく、本当に普通のＰＬＳのクラスでした。しかしながら、クラスの随所に担当講師と

生徒さんの深い信頼関係が垣間見れ、ＰＬＳの教師研修では必ず言われる教育理念の一つ、愛情を持

って生徒さんに接することの大切さが表れていました。このような深い信頼関係が築ければ、ただ優しく 

接するだけでなく、時には厳しく指導しても生徒さんは答えてくれるということ 

が、良く分かりました。当校の講師達も常に愛情深く生徒さんに接しています 

が、さらに深い信頼関係の構築を目指し、生徒の皆さんが高い学習意欲を持 

ち続け、英語学習を継続できます様、努めて参りたいと思います。 

 

☆☆☆☆    ホームステイ・プログラム催行決定！ホームステイ・プログラム催行決定！ホームステイ・プログラム催行決定！ホームステイ・プログラム催行決定！    

８月６日に出発するパンプキン・ホームステイは当校の生徒さん６名で行ってきます。６月２４日には第１回のホーム

ステイ・オリエンテーションが開かれ、参加する生徒さん同士の顔合わせやプログラムの内容確認等を行いました。 

グリン先生と生徒さんによるモデルレッスン モデルレッスンを真剣に見つめるＰＬＳの会参加者 
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☆☆☆☆ 新任講師のご紹介及び講師退職のお知らせ新任講師のご紹介及び講師退職のお知らせ新任講師のご紹介及び講師退職のお知らせ新任講師のご紹介及び講師退職のお知らせ    

先月号でお知らせ致しましたティム先生の交代講師、Philip_Kay（フィリップ先生）を紹介致します。当校

への着任前には、宮崎南高校及び宮崎第一中学高校にて英語講師をしておりましたので、すでにご存

じの生徒さんもいらっしゃることでしょう。 

そして、先月号でClaire_McGrath（クレア先生）の退職をお知らせ致しましたが、Judy_Kenyon（ジュ

ディ先生）も８月４日を最後に退職致します。それぞれ新しい目標に向かって新しい生活を始めます。二

人の退職は大変残念ですが、二人の決断を尊重し、応援したいと思います。クレア先生の交代者は、ア

メリカ出身のNichoras_Boyd_Tillinghast_Lewman（ニコラス先生）で、７月３日より引き継ぎを始めます

。また、ジュディ先生の交代は、カナダ出身のChristpher_Clark（クリス先生）で、７月２４日より引き継ぎ

を始めます。生徒の皆様、保護者の皆様には、講師の交代が重なることによりご心配をおかけ致します

ことを、心よりお詫び申し上げます。引き継ぎ、研修は充分に行い、日頃と変わりないレッスンをご提供

できますよう努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。お気づきの点、ご質問

等ございましたら進藤又は副担任までお気兼ねなくお問い合わせください。 

Hello everyone! My name is Philip and I’m from England. Nice to meet you! I 
have lived in Miyazaki for six years and used to teach at Miyazaki Minami and 
Daiichi high schools. My hobby is running and I really enjoy running by the 
ocean or by the river in Miyazaki’s beautiful nature. From June 2012 I started 
teaching at Pumpkin English School and I’m looking forward to having fun in 
English with all the students! 

皆さんこんにちは。私の名前はフィリップです。イギリスから来ました。はじめまして。宮崎

には６年間住んだことがあり、宮崎南高校、第一中学高校で英語を教えていました。趣味

はランニングです。海や川のそばや宮崎の美しい自然の中で、走るのが大好きです。６月

からパンプキンで教えることになり、生徒の皆さんと英語を勉強するのを楽しみにしています！ 

 

Thank you so much for wonderful four years at Pumpkin. Unfortunately, I am 
going to be leaving Pumpkin. Why? Well, it was a very difficult decision to 
make but, I have decided to pursue one of my future goals. I enjoyed teaching 
and playing games with all the students. I’ll miss your laughter and smiles. I’ll 
still be in Miyazaki, so if you see me around, please say “Hi!”. Thank you 
again, and please continue to have fun with English! 

パンプキンで４年の間、素晴らしい経験ができたことに心から感謝いたします。残念ながら

パンプキンを退職することになりました。とても大変な決断ではありましたが、まだ実現して

いない自分の目標を達成するために決めたことです。様々なゲームを通して生徒の皆さん

を教えることができ、楽しかったです。これから皆さんの笑顔や笑い声を思い出し、寂しくなると思います。これか

らも宮崎にはいますので、私を見かけたら声を掛けて下さい。改めまして、ありがとうございました。これからも英

語の勉強を楽しく続けて下さい。 

 

While I am very excited to start something new and continue my education in 
the United States, I will very sad to leave Miyazaki. I have had such a won-
derful time here and could not have asked for a better group of students to 
teach nor fellow teachers and staff to work with. I am going to miss each of 
my students very much and I wish all of the students at Pumpkin the best of 
luck in their English studies! 

アメリカでの新しい生活や自分の学業を継続することを楽しみにしている一方で、宮崎か

ら離れてしまうことをとても寂しく思います。宮崎では本当に素晴らしい時間を過ごすこと

ができました。そして、これ以上にない程、素晴らしい生徒の皆さんを教えることができた

こと、また、同僚の先生方やスタッフなど、恵まれた環境で働くことができました。生徒の皆さん一人一人とのお別

れをとても寂しく思うと同時に、パンプキンの生徒の皆さんの英語の勉強が実を結びますよう願っています。 

 

Judy Kenyon 

Claire McGrath 

Philip Kay 



Pumpkin English School                                          The Pumpkin Newsletter.  Page 3 

 

☆☆☆☆ パンプキン・ピクニックパンプキン・ピクニックパンプキン・ピクニックパンプキン・ピクニック    

朝方まで雨が残った５月２７日（日）に無事ピクニックが開催され

ました。心配されたお天気も、ピクニックのプログラムが進むにつ

れ回復し、強くなった日差しのために日焼けが心配になるほどで

した。今回は、平和台公園内のせせらぎ水路に面した池畔（ちは

ん）広場を使い、外国人講師、日本人スタッフが用意したゲーム

や遊びを、生徒のみなさん、保護者様と一緒に楽しみました。 

講師、スタッフも生徒さん、保護者の皆様ととても楽

しいひと時を過ごすことが出来ました。ご参加された

皆さん、本当にありがとうございました。また、今回

参加出来なかった生徒さん、来年のご参加をお待ち

致しております。 

 

たて、よこ、ななめ、さかさま 

全部ありです 
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学園木花台校学園木花台校学園木花台校学園木花台校 

Gakuen-kibanadai School 

3-24-11, Gakuen-kibanadai mi-
nami, Miyazaki-shi,      

Miyazaki 〒889-2153 

Phone/Fax 0985-58-3434 

〒889-2153 

宮崎市学園木花台南3-24-11 

Phone/Fax: 0985-58-3434 

 

JULY SCHEDULE     ７７７７月のレッスンスケジュ－ル月のレッスンスケジュ－ル月のレッスンスケジュ－ル月のレッスンスケジュ－ル      

SUNDAY 

日日日日    

MONDAY 

月月月月    

TUESDAY 

火火火火  

WEDNESDAY 

水水水水  

THURSDAY 

木木木木  

FRIDAY 

金金金金  

SATURDAY 

土土土土  

1 2 3 4 

 

5 6 

 

7 

    

8 

    

    

9 

    

    

10 

    

11 

    

12 

OYAKO CLASSES     

親子でイングリッシュ親子でイングリッシュ親子でイングリッシュ親子でイングリッシュ    

13 

    

14 

    

15 16 

Sea Day 

海の日海の日海の日海の日    

 

 

17 

    

18 

    

19 

 

20 

    

21 

    

22 

 

23    24 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

ローレンローレンローレンローレン    

    

25 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

ペリーペリーペリーペリー    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート    

26 

OYAKO CLASSES     

親子でイングリッシュ親子でイングリッシュ親子でイングリッシュ親子でイングリッシュ    

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

ローレンローレンローレンローレン    

27 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

ローレンローレンローレンローレン    

 

    

28 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

ペリーペリーペリーペリー    

 

    

29 

 

 

30 31 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

フィリップフィリップフィリップフィリップ    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート    

8/1 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

フィリップフィリップフィリップフィリップ    

ローレンローレンローレンローレン    

8/2 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート    

フィリップフィリップフィリップフィリップ    

    

8/3 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート    

ペリーペリーペリーペリー 

8/4 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

フィリップフィリップフィリップフィリップ    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート    

All classes meet 45 times per school year.    各曜日のレッスン回数は、年間４５回で調整しています各曜日のレッスン回数は、年間４５回で調整しています各曜日のレッスン回数は、年間４５回で調整しています各曜日のレッスン回数は、年間４５回で調整しています  

☆ 今月の自由参観日は２４日～８月４日です。週により該当講師が異なります。クレア先生、ジュディ先生の 

      クラスは引き継ぎ中ですので、１０月の参観日までお待ちください。 

☆ 今月の親子でイングリッシュは１２日（木）、２６日（木）午後２時３０分からです。 

☆ ７月分授業料の引き落としは７月２日(月）です。前日までに口座残高の確認をお願いいたします。ゆうちょ 

      銀行口座をご利用の方で前回再振替のお知らせをさせていただいた方は、再振替手数料２００円を併せて 

      頂戴いたします。また、銀行口座ご利用の方で期日に引きおとしができなかった場合でも、手数料１０５円は 

   ご負担いただきますのでご了承ください。 

   尚、今月は事務局の都合で８月分を併せて引き落とさせて８月分を併せて引き落とさせて８月分を併せて引き落とさせて８月分を併せて引き落とさせて頂きますのでご注意ください。 

◇欠席連絡・宿題確認にメールをご利用ください◇◇欠席連絡・宿題確認にメールをご利用ください◇◇欠席連絡・宿題確認にメールをご利用ください◇◇欠席連絡・宿題確認にメールをご利用ください◇    

pumpkin@wind.ocn.ne.jp 

 

本校本校本校本校    Main BranchMain BranchMain BranchMain Branch    

Kosei Espacion Building 3F 

1-3-32, Ota, Miyazaki-Shi 

Miyazaki 

〒880-0903 

宮崎県宮崎市太田1－3－32  

光成エスパシオンビル 3階 

Phone: 0985-50-0726 
Fax: 0985-50-0726 
E-mail: 
pumpkin@wind.ocn.ne.jp 
URL: http://www.pumpkin-
english.jp/ 

Pumpkin English 

School 


