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January 2016 

今年の年明けは例年になく暖かい日が続きましたが、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。年が変

わっても、私達は今まで以上に生徒の皆さんの英語学習のサポートができます様、スタッフ一同気持ち

を一つにしていろいろなことを考えていきたいと思っています。今年も保護者の皆様方に当校の教育に

対するご理解とご協力を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。 

☆☆☆☆    スピーチコンテスト練習会のお知らせスピーチコンテスト練習会のお知らせスピーチコンテスト練習会のお知らせスピーチコンテスト練習会のお知らせ    

スピーチ練習をしている皆さんの目標は、２月２日～２月６日の自由参観日にクラスのお友達と一緒に

保護者様の前で、練習したスピーチを披露することです。そして、希望する生徒さんは、全員２月７日（日

）に開催するスピーチコンテストに参加することができます。すでに多くの生徒さんから参加希望を頂い

ていますが、参加意思の最終確認やその生徒さんのスピーチをより良くするために、１月２４日（日）にス１月２４日（日）にス１月２４日（日）にス１月２４日（日）にス

ピーチコンテスト練習会を開催いたします。ピーチコンテスト練習会を開催いたします。ピーチコンテスト練習会を開催いたします。ピーチコンテスト練習会を開催いたします。コンテスト参加希望の皆さんはぜひご参加ください。下記時

間は混雑を避けるための目安ですので、時間内であればいつでも結構です。また、コンテスト参加希コンテスト参加希コンテスト参加希コンテスト参加希

望で、この日都合が悪い生徒さんはご相談ください。望で、この日都合が悪い生徒さんはご相談ください。望で、この日都合が悪い生徒さんはご相談ください。望で、この日都合が悪い生徒さんはご相談ください。詳しくは副担任にお尋ねください。モデルスピ

ーチの生徒さんも、スピーチコンテスト練習会に参加することができます。また、コンテストに参加できな

い若しくは参加しない生徒さんでも、来年の参加に向けた度胸試しに練習会だけ参加することもできま

す。（練習会参加無料）たくさんの生徒さんのご参加をスタッフ一同、心よりお待ち致しております。 
 

    スピーチコンテスト練習会 スピーチコンテスト練習会 スピーチコンテスト練習会 スピーチコンテスト練習会     ：：：：    １月２４日（日）１月２４日（日）１月２４日（日）１月２４日（日）    

中村本校中村本校中村本校中村本校    ： ９：１５ ～１２：００９：１５ ～１２：００９：１５ ～１２：００９：１５ ～１２：００     9：15～火曜、水曜クラス   10：20～木曜、金曜、土曜クラス                                

木花台校木花台校木花台校木花台校    ： １４：００ ～１４：３０１４：００ ～１４：３０１４：００ ～１４：３０１４：００ ～１４：３０  

スピーチコンテスト ： ２月７日スピーチコンテスト ： ２月７日スピーチコンテスト ： ２月７日スピーチコンテスト ： ２月７日((((日）日）日）日）    １２時３０分開場、１２時５０分開演１２時３０分開場、１２時５０分開演１２時３０分開場、１２時５０分開演１２時３０分開場、１２時５０分開演    

宮崎市民文化ホール・イベントホール宮崎市民文化ホール・イベントホール宮崎市民文化ホール・イベントホール宮崎市民文化ホール・イベントホール    

参加費４，０００円、初めてのスピーチ・モデルスピーチ参加者３，０００円参加費４，０００円、初めてのスピーチ・モデルスピーチ参加者３，０００円参加費４，０００円、初めてのスピーチ・モデルスピーチ参加者３，０００円参加費４，０００円、初めてのスピーチ・モデルスピーチ参加者３，０００円 

＊すでに欠場届を提出している生徒さんでも、都合や気持ちが変わった生徒さんは、１月２４日までに

改めてプロフィールをご記入頂ければ、ご参加いただけます。ご検討よろしくお願いいたします。   

明けましておめでとうございます 

２０１６年もよろしくお願い申し上げます 

☆☆☆☆    英検対策特別レッスンについて英検対策特別レッスンについて英検対策特別レッスンについて英検対策特別レッスンについて    

今回、初めて英検対策に特化した特別レッスンを冬休み中心に企画いたしましたところ、予想以上の

ご反響をいただき、改めて多くの英検受験者が、そのサポートを希望されていらっしゃることが確認で

きました。今後は定期的に英検対策特別レッスンを行ってまいりますので、次回（６月１２日）の受験を

予定していらっしゃる生徒さんは、特別レッスン参加をぜひご検討ください。時期になりましたら、ご案

内させていただきます。 
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I am sad to announce that due to family reasons I will be returning 
to Australia at end of January. It is unfortunate as I do enjoy living in 
Japan and love teaching all my students. However, I am grateful 
and have enjoyed the opportunity to come back to Pumpkin English 
School and many lovely new students and to even see some of the 
students I taught seven years ago! Please keep working hard at 
learning English as I believe it is a very valuable skill. A skill which 
will provide many opportunities for you in the future, especially in  
the form of work and travel. I will miss all of you and I am sorry to 
have to leave. May be we will meet again someday! 

私は、１月１６日をもちまして残念ながらパンプキンを退職する事になりまし

た。保護者の皆様には大変お世話になりました。本来であればお一人、お

一人にご挨拶すべきですが、失礼ながらこの場をお借りして御礼申し上げ

ます。生徒の皆さんにはいつも元気にパンプキンに通って頂き、おかげでた

くさんの楽しい時間を過ごす事ができました。パンプキンでこれからも英語を

楽しく学んで下さいね。そして、またどこかで皆さんと会える事を楽しみにし

ています。皆さんとお別れする事はとても寂しいですが、これからも応援して

います。ありがとうございました。 

 

☆☆☆☆    外国人講師及び日本人スタッフ退職のお知らせ外国人講師及び日本人スタッフ退職のお知らせ外国人講師及び日本人スタッフ退職のお知らせ外国人講師及び日本人スタッフ退職のお知らせ    

外国人講師Chris Wheeler（クリス先生）は、家族の都合により１月末日をもちまして、退職することに 

なりました。また、日本人講師の綾瑠美子も自己都合により１月末日（有給休暇消化の都合で１月２０

日頃が最終日になる予定です）をもって退職することになりました。急な交代となり、関係する生徒さ

ん、保護者様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、できる限り早急に交代者を決め、通常通りのレ

ッスンをご提供できますよう努めて参りますので、ご理解、ご協力を賜ります様、よろしくお願い申し上

げます。この交代に伴い、一部クラスでは曜日変更等が発生し、該当するクラスの生徒さんにはご理

解を賜り、大変感謝しております。状況によりましては、今後も対応について他にもご相談させていた

だくクラスが発生することになるかもしれません。その場合、皆様の不利益になりませんよう、配慮し

てまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

Chris Wheeler 

私は家族の都合で１月末にオーストラリアに帰ることになったことをお伝えすることが悲しいです。日本

に住みすべての私の生徒さん達に教えることが大好きだったのでとても残念です。しかしながら、パン

プキンイングリッシュスクールに戻ってきてたくさんの愛すべき新しい生徒さんと楽しむ機会を得たこと

や７年前に私が教えていた生徒さんに会えたことを感謝します。私は、英語の勉強はとても価値がある

技能だと信じていますので、ぜひ一生懸命続けてください。その技能は、将来、とくに仕事の組織の中

や旅行において、皆さんに多くの機会をもたらしてくれるでしょう。 

皆さんとのお別れはさびしく、ここを去ることを申し訳なく思います。いつの日かまたお会いしましょう！ 

綾 瑠美子 



Pumpkin English School                                           The Pumpkin Newsletter  Page 3 

 

たて、よこ、ななめ、 

さかさま、ぜんぶあり 

☆☆☆☆    ２０１６年夏、パンプキン・ホームステイ２０１６年夏、パンプキン・ホームステイ２０１６年夏、パンプキン・ホームステイ２０１６年夏、パンプキン・ホームステイ    

今年は、隔年で催行しておりますホームステイ・プログラムを「初めてのホーム・ステイ２０１６」として企画

しています。毎回多くの生徒さんにご参加いただいております、好評のプログラムです。当校のホームス

テイ・プログラムは、企画から航空機、ホームステイ先の手配、その他全てが独自のオリジナル・プログラ

ムですので、出発、到着は宮崎空港、事前説明会やオリエンテーションも当校で行う安心、安全なプログ

ラムです。２月に改めまして、詳しいご案内をさせていただきますが、もしご興味がある方は、今からご家

族でご検討いただければ幸いです。４月、５月には、説明会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。 
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☆ 今月の自由参観日は変則ですのでご注意ください。スピーチ練習をしているクラス、木花台校クラス及び中・高校生スピーチ練習をしているクラス、木花台校クラス及び中・高校生スピーチ練習をしているクラス、木花台校クラス及び中・高校生スピーチ練習をしているクラス、木花台校クラス及び中・高校生    

            クラスは２月２日（火）～２月６日（土）です。クラスは２月２日（火）～２月６日（土）です。クラスは２月２日（火）～２月６日（土）です。クラスは２月２日（火）～２月６日（土）です。それ以外のクラスは上記ご参照ください。 

   スピーチ練習しているクラスは、クラス内にて保護者様の前でスピーチを披露して頂きます。 

☆ 今月の親子でイングリッシュは７日（木）、２１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、１月２４日（日）はスピーチコンテスト練習会１月２４日（日）はスピーチコンテスト練習会１月２４日（日）はスピーチコンテスト練習会１月２４日（日）はスピーチコンテスト練習会です。 

☆ １月分授業料の引き落としはありません。 

☆ ただいま新年度のクラス編成中です。次号にて新クラスを皆様にご提示いたします。４月からの曜日等変更 

   をご希望される方はお申し出ください。  

◇◇◇◇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 

Pumpkin English School    

本校本校本校本校    Main Branch 
〒880-0903  

宮崎市太田1-3-32光成ｴｽﾊﾟｼｵﾝﾋﾞ

ﾙ3F 
Kosei Espacion Building 3F 
1-3-32, Ota 
Miyazaki-Shi, Miyazaki 
Phone/Fax 0985-50-0726 
 
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 
〒889-2153  

宮崎市学園木花台南3-24-11 

 
3-24-11, Gakuen-kibanadai minami  
Miyazaki-shi, Miyazaki  

〒889-2153 

Phone/Fax 0985-58-3434 

 

http://pumpkin-english.com/ 

January Schedule  1月のレッスンスケジュール 
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 

New Year Vacation 

冬休み冬休み冬休み冬休み        

 

    

2 

New Year Vacation 

冬休み冬休み冬休み冬休み        

 

 

3 

 

4 

    

5    6 

    

7 

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    

 

    

8 

    

9 

    

10 11 

Coming-of-age 
Day 

成人の日成人の日成人の日成人の日 

12 

    

13 

    

14 

    

15 

 

16 

 

17 18 

 

19 

 

20 

 

21 

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 

 

22 23 

24 

Speech Prac-
tice day 

スピーチコンテストスピーチコンテストスピーチコンテストスピーチコンテスト

練習会練習会練習会練習会 

25 26 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

イアンイアンイアンイアン4444：：：：30303030    

    

27 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

バネッサバネッサバネッサバネッサ3333：：：：30303030    

クリスクリスクリスクリス4444：：：：30303030    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート6666：：：：30303030    

28 

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3333：：：：30303030    

イアンイアンイアンイアン6666：：：：30303030    

29 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

バネッサバネッサバネッサバネッサ3333：：：：30303030    

クリスクリスクリスクリス4444：：：：30303030    

イアンイアンイアンイアン4444：：：：30303030    

イアンイアンイアンイアン6666：：：：30303030    

30 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

クリスクリスクリスクリス3333：：：：00000000    

バネッサバネッサバネッサバネッサ4444：：：：00000000、、、、5555：：：：00000000    

トリーナトリーナトリーナトリーナ3333：：：：00000000    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート4444：：：：00000000    

All classes meet 45 times per school year.    各曜日のレッスン回数は、年間４各曜日のレッスン回数は、年間４各曜日のレッスン回数は、年間４各曜日のレッスン回数は、年間４5555回で調整しています回で調整しています回で調整しています回で調整しています  


