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まだまだ寒い日が続いていますが、大寒も過ぎ、これから少しずつ暖かくなってくると期待しているこの
頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。中学受験、高校受験、そして大学受験を控えている生徒さ
ん達は、最後の追い込みに大変な時期でしょうが、インフルエンザも流行っていますので、身体には十
分気をつけて、持っている力が十分発揮できます事を私達は祈っています。
さて、大阪府は、府立高校の英語の入学試験問題を平成２９年度から改革することを決めました。そ
れは、リスニング問題の配点を２０％から３３％へ、ライティング問題の配点を８％から２０％に高めると
いうものです。また、指示文を含む問題文を英語で構成するという事です。ＴＯＥＦＬの活用などが検討さ
れている英語科の大学入試改革が間近に迫っている中、高校入試も聞く事や書く事を重要視する事で、
中学校での英語コミュニケーション能力強化を求めているのでしょう。大学入試が変わる事により、中学
校から大学までの英語教育改革が実現しようとしています。これから多くの地方自治体でも、この流れ
に沿った入試改革が行われるのではないでしょうか。新しい学習指導要領に沿って、学校英語教育の質
が変わり、よりコミュニケーション力を高める授業が行われる事を、私達は期待しています。宮崎から、そ
してパンプキンから多くの国際人が誕生することが、私たちパンプキンのすべてのスタッフの願いです。
スピーチコンテストのご案内
今年も多くの参加者によるスピーチコンテストの日が近づいてきました。今回で２３回目のこのコンテスト
を開催できますことを、大変嬉しく思っております。今回は、下記会場、日時で行いますので、参加されな
い生徒さん、保護者様もご都合がよろしければ是非ご観覧ください。
（開演時間が変更になっています。また、当日は隣接する大きなホールにて同時刻にイベントが開催さ
開演時間が変更になっています。また、当日は隣接する大きなホールにて同時刻にイベントが開催さ
れますので、駐車にお時間がかかるかもしれませんのでご注意ください。）
れますので、駐車にお時間がかかるかもしれませんのでご注意ください。
日時 ： ２月８日（日） １２時３０分開場 １２時４５分開演 参加者は、１２時０５分集合
場所 ： 清武町文化会館・小ホール ：宮崎市清武町西新町６－５ （TEL：0985-84-0181）

★４月からの新中学１年生の皆さん
４月からの新中学１年生の皆さん、このニュースレターと一緒にお渡しした新しいクラスのお知
４月からの新中学１年生の皆さん
らせでは、お申し出頂いた生徒さん以外、文法クラスも受講するとしてお伝えしていますが、確認のため
総合コース受講希望の生徒さんは、下記申込書を事務局にご提出ください。(締切：３月８日)
切り取り線

中学総合コース申込書
新中学生総合コースを受講します。

生 徒 名：

.

保護者名：

印
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☆外国人講師退職お知らせ
昨年４月より講師を務めておりましたThomas Elgood（トーマス先生）は、本人の都合により３月１４日に
退職する事になりました。後任講師はすでに決まっておりますが、次号ニュースレターで改めてご紹介致
します。引き継ぎは、３月３日より行います。後任講師の研修は十分行い、生徒みなさんに不安を与える
事が無いよう務めて参りますので、何卒ご理解を賜ります様、お願い申し上げます。

Thomas Elgood

It is with great sadness that I announce my departure from Pumpkin English
School. I will be moving to South Korea to teach in the spring of 2015. Firstly, I
would like to thank the parents and students of Miyazaki for being so kind and
welcoming during my time here. I will take with me many fond memories to
cherish in the future. All students have been friendly, hardworking and have
helped me improve as an instructor. Secondly, I would like to thank all the staff
and teachers at Pumpkin for their help, support and friendship over the past
year. I would particularly like to praise the team managers. They work tirelessly

on behalf of the students and teachers, creating a warm, family style environment. The owner of
this school genuinely cares about the educational needs of the children residing in Miyazaki and
I’m positive that his school will go from strength to strength into the future. Finally, I trust that my
successor will enjoy this teaching position as much as I have. The new teacher will be in good
hands.
とても悲しい事ですが、私はパンプキンイングリッシュスクールを退職することをお知らせします。私は２
０１５年の春から韓国で仕事をする予定です。まず、宮崎での滞在中私を優しく歓迎して頂いた生徒さん
とその保護者様に感謝したいと思います。私は、将来懐かしく思い出す愛すべきたくさんの思い出がで
きました。２つ目に、パンプキンの全スタッフに対し、彼らの助け、支え、そして友情に感謝したいと思い
ます。特にクラスの副担任を賞賛したいと思います。彼らは生徒と先生に対し努力を絶やさず、暖かい
家族のような環境を生み出していました。この学校のオーナーは、宮崎に住む子ども達にどのような教
育が必要かを心から気にかけています。そして、この学校が将来ますます発展していくことを確信してい
ます。最後に、私の後任が私と同じように、この仕事を楽しんでくれると信じています。新任講師は良い
先生でしょう。
☆日本人講師・出口桃子の休職について
すでにお知らせしておりますように、当校のマネージャー・出口桃子は怪我の治療のため、休職しており
ます。今のところ、復帰時期の目途が立っておりません。多くの生徒の皆様、保護者様よりお見舞いの
お言葉を頂き、大変感謝しております。しばらくの間、臨時の講師及び他の日本人講師により、代講、生
徒さんのサポートを行ってまいりますが、至らぬ所があった場合、ご理解を賜ります様、宜しくお願い申し
上げます。復帰時期がわかりましたら、改めてお知らせ致します。
☆無料体験レッスンのお知らせ
２月２２日（日）に４月からの新規クラス開講に向けた無料体験レッスンを中村本校において行います。ご
参加希望の方は、お近くの日本人スタッフにお申し出ください。
年少クラス

： １０：００～

小学校低学年クラス ： １４：００～

年中・年長クラス

小学校高学年クラス ： １６：００～

他の無料体験レッスンの日程
３月８日（日）

： 学園木花台校 （時間は上記と同じ）

３月１５日（日） ： 中村本校 （同）

： １２：００～
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☆スピーチコンテスト会場・清武町文化会館周辺駐車場のご案内

宮崎ｶﾒﾗ ●

至清武バイパス

宮崎ｶﾒﾗ ●
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FEBRUARY SCHEDULE ２月のレッスンスケジュ－ル
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

Parents Day

Parents Day

Parents Day

Parents Day

Parents Day

自由参観日

自由参観日

自由参観日

自由参観日

自由参観日

タイラー3:30
タイラー3:30以外
3:30以外

クリス3:30
クリス3:30以外
3:30以外

トーマス3:30
トーマス3:30以外
3:30以外

ｽﾁｭｱｰﾄ4:30
ｽﾁｭｱｰﾄ4:30以外
4:30以外

タイラー2:00
タイラー2:00以外
2:00以外

トーマス4:30
トーマス4:30以外
4:30以外

トーマス6:30
トーマス6:30以外
6:30以外

ｽﾁｭｱｰﾄ3:30
ｽﾁｭｱｰﾄ3:30以外
3:30以外

タイラー4:30
タイラー4:30以外
4:30以外

トーマス3:00
トーマス3:00以外
3:00以外

クリス

スチュアート

タイラー

トーマス

トリーナ3:05
トリーナ3:05以外
3:05以外

トリーナ

クリス

トリーナ

タイラー

OYAKO CLASSES

スチュアート

8

9

10

11

12

13

ｽﾁｭｱｰﾄ4:05
ｽﾁｭｱｰﾄ4:05以外
4:05以外
タイラー

中村本校

14

Main School
Kosei Espacion Building 3F
1-3-32 Ota Miyazaki-Shi
Miyazaki 〒880-0903

National
Foundation Day

Speech Contest
スピーチコンテスト

建国記念日

15

16

17

18

Pumpkin English
School

〒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
19

20

21

OYAKO CLASSES
親子でイングリッシュ

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

学園木花台校
Gakuen-kibanadai School
22

23

24

25

26

27

28

Trial Lessons @
Nakamura
中村本校

3-24-11, Gakuen-kibanadai
minami, Miyazaki-shi,
〒889-2153

無料体験レッスン

宮崎市学園木花台南3-24-11

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

Phone: 0985-58-3434
Fax: 0985-58-3434
E-mail:
pumpkinkibana
@wonder.ocn.ne.jp

☆ 今回の自由参観日は１月２７日～２月７日です。今回は同じ講師でも週が異なる事がございます。カレンダーをご確認く
今回の自由参観日は１月２７日～２月７日です。今回は同じ講師でも週が異なる事がございます。
ださい。中学生・高校生クラス、木花台校クラスは全ての講師で２月３日～７日です。
スピーチ練習をしてしているクラスは、スピーチを保護者の皆様の前で披露いたします。ぜひご参観ください。
☆ 今月の親子でイングリッシュは５日（木）、１９日（木）午後２時３０分からです。
☆ １ページでご案内しておりますが、２月８日（日）はスピーチコンテスト
２月８日（日）はスピーチコンテストです。
２月８日（日）はスピーチコンテスト
☆ ２月分授業料の引き落としは２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落としができなかった場合でも、手数料１０８円はご負担いただきますので
ご了承ください。
☆ このニュースレターと一緒に４月からの新クラスの予定をお届けいたしております。一部の生徒さんは時間、

曜日等変更になっております。ご確認の上この変更が難しい方、他の曜日をご希望の方は進藤又は日本人
スタッフまでお申し出ください。

◇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

