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March 2016 

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    ２０１６２０１６２０１６２０１６    

今年も無事２４回目のスピーチコンテストを開催することができました。今年は、初めてのスピーチ練習

者３９人中、３０人もコンテストに参加してくれました。入賞者のスピーチはもちろんですが、この初めての

スピーチ練習者を含めた全ての参加者が、素晴らしいスピーチを披露してくれました。また、昨年の入賞

者のモデルスピーチは、昨年以上に素晴らしい仕上がりで本当に聴きごたえがありました。ご参加いた

だいた全ての生徒さん、そしてそのスピーチ練習をサポートしていただいた保護者の皆様、本当にあり

がとうございました。心より感謝申し上げます。また、今回はご参加いただけなかった生徒さん、ぜひ来

年のコンテスト参加をご検討下さい。 

スピーチを披露する生徒さん ゲームタイム 表彰式でトロフィを受け取る生徒さん 

スピーチ  コンテスト  受賞者 スピーチ  コンテスト  受賞者 スピーチ  コンテスト  受賞者 スピーチ  コンテスト  受賞者 

（敬称略、優秀賞・優秀表現賞・優秀発音賞は出場順） 

 

  

 

グランドチャンピオングランドチャンピオングランドチャンピオングランドチャンピオン    Grand Champion Grand Champion Grand Champion Grand Champion     ：：：：        川原典川原典川原典川原典    
 

  

 

５～６年生の部５～６年生の部５～６年生の部５～６年生の部    １位１位１位１位    ：：：：    連城雅子連城雅子連城雅子連城雅子    ２位２位２位２位    ：：：：    黒木咲良黒木咲良黒木咲良黒木咲良        ３位３位３位３位    ：：：：    宮田陽宮田陽宮田陽宮田陽    

        優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞    ：：：：    横山絢、近藤瑠青、帖佐康伸横山絢、近藤瑠青、帖佐康伸横山絢、近藤瑠青、帖佐康伸横山絢、近藤瑠青、帖佐康伸    

        優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞    ：：：：    高治京太郎、森友樹子、川野藍子、伊東邦敏、田中菜の花、豊島怜隼高治京太郎、森友樹子、川野藍子、伊東邦敏、田中菜の花、豊島怜隼高治京太郎、森友樹子、川野藍子、伊東邦敏、田中菜の花、豊島怜隼高治京太郎、森友樹子、川野藍子、伊東邦敏、田中菜の花、豊島怜隼    

        優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞    ：：：：    田口麻由美、森下倫太郎、小川図南、藏滿和奏、新町隆之介、富田紗彩田口麻由美、森下倫太郎、小川図南、藏滿和奏、新町隆之介、富田紗彩田口麻由美、森下倫太郎、小川図南、藏滿和奏、新町隆之介、富田紗彩田口麻由美、森下倫太郎、小川図南、藏滿和奏、新町隆之介、富田紗彩    
 

  

 

３～４年生の部３～４年生の部３～４年生の部３～４年生の部    １位１位１位１位    ：：：：    大城冴和大城冴和大城冴和大城冴和        ２位２位２位２位    ：：：：    橋口賢志橋口賢志橋口賢志橋口賢志        ３位３位３位３位    ：：：：    谷口陽紀谷口陽紀谷口陽紀谷口陽紀    

        優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞    ：：：：    信時遥香、渡邊茉鈴、小篠莉於子、畠山佑理、松迫優希信時遥香、渡邊茉鈴、小篠莉於子、畠山佑理、松迫優希信時遥香、渡邊茉鈴、小篠莉於子、畠山佑理、松迫優希信時遥香、渡邊茉鈴、小篠莉於子、畠山佑理、松迫優希    

        優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞    ：：：：    西口杏里、弓削文彦、黒木満里愛、山岡佳弘、黒岩京華、松本拓実、鷺阪祐也西口杏里、弓削文彦、黒木満里愛、山岡佳弘、黒岩京華、松本拓実、鷺阪祐也西口杏里、弓削文彦、黒木満里愛、山岡佳弘、黒岩京華、松本拓実、鷺阪祐也西口杏里、弓削文彦、黒木満里愛、山岡佳弘、黒岩京華、松本拓実、鷺阪祐也    

        優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞    ：：：：    麻田栞菜、月野恋美、児嶋真凛、内田菜月、稲田大雅、近藤大耀、南巧哉麻田栞菜、月野恋美、児嶋真凛、内田菜月、稲田大雅、近藤大耀、南巧哉麻田栞菜、月野恋美、児嶋真凛、内田菜月、稲田大雅、近藤大耀、南巧哉麻田栞菜、月野恋美、児嶋真凛、内田菜月、稲田大雅、近藤大耀、南巧哉    
 

  

 

２年生の部２年生の部２年生の部２年生の部    優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞    ：：：：    松元松元松元松元    彩紗、蒲牟田梨珠彩紗、蒲牟田梨珠彩紗、蒲牟田梨珠彩紗、蒲牟田梨珠    

        優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞    ：：：：    甲斐夏恩、中島竜真甲斐夏恩、中島竜真甲斐夏恩、中島竜真甲斐夏恩、中島竜真                    優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞    ：：：：    藏滿響、岡部薫藏滿響、岡部薫藏滿響、岡部薫藏滿響、岡部薫    

Tsukasa Kawahara 
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☆☆☆☆    小学生ライティングクラス４月新規開講のお知らせ小学生ライティングクラス４月新規開講のお知らせ小学生ライティングクラス４月新規開講のお知らせ小学生ライティングクラス４月新規開講のお知らせ    

パンプキンイングリッシュスクールでは、聴く→話す→読む→書く という母国語を身に付け

る順番で英語を学び、楽しみながら自然に身に付く、英語力の育成を目指しています。また、

過去のライティングクラス受講生から「英語の文のしくみがわかるので、会話クラスがもっと

楽しくなった」「中学生で英語が始まるのが待ちきれない！」など、うれしいお声をいただい

ております。「書くこと」を学ぶタイミングは、早ければ早いほど効果的な学習に結び付くと

いうわけではありません。そこで当校では、英語学習を習慣化して着々と力を付け、ＰＬＳ７

級以上を学習している小学６年生の生徒さん対象にライティングクラスをご案内させていただ

いております。対象となる生徒さんには、別途ご案内のお手紙と資料を配布致しますのでご確

認ください。また、下記のスケジュールで保護者説明会を開催予定です。当日都合のつかない

方、学園木花台校で説明会を希望される方は、スタッフにご相談下さい。 
 

 
 

※それぞれ予約制となっております。希望される生徒さん、保護者の皆様は、当日までにス

タッフにお申し出下さい。 

中村本校 保護者説明会 

水曜日 ３月９日 午後５時３０分～ 

金曜日 ３月１１日 午後５時３０分～ 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆    卒業生パーティのお誘い卒業生パーティのお誘い卒業生パーティのお誘い卒業生パーティのお誘い    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

３月１２日（土）午後８時～９時３０分３月１２日（土）午後８時～９時３０分３月１２日（土）午後８時～９時３０分３月１２日（土）午後８時～９時３０分の予定で、中村本校

ロビーにおいて、中・高生を対象にした今年パンプキンを巣立っていく

卒業生を送るパーティを開きます。ポットラック形式のパーティですの

で何か一品食べ物をお持ち寄り下さい。飲み物などは学校側で用意

いたします。参加希望者は、日本人スタッフまでお申し出ください。木

花台校の生徒さんもぜひ参加をご検討ください。 

食べ物を食べながら別のクラスの生徒さんや普段会わない外国人講

師とお話ししたり、外国人講師が準備したゲームを楽しんでください。

高校生まで続けた先輩の貴重なアドバイスも聞けます。多くの中高生

みなさんのご参加をお待ちいたしております。 

（右写真：過去のパーティの様子） 

☆☆☆☆    パンプキン・ホームステイ２０１６のお知らせパンプキン・ホームステイ２０１６のお知らせパンプキン・ホームステイ２０１６のお知らせパンプキン・ホームステイ２０１６のお知らせ    

ニュースレター1月号でお知らせいたしましたが、当校のホームステイ・プログラムを今年の夏休み期間

中に催行する予定です。このニュースレターと一緒に説明会のご案内を該当する生徒さんにお渡しいた

します。第１回の説明会を３月１９日（土）に行いますので、ご興味がある方は是非ご参加ください。 
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☆☆☆☆    新任日本人講師のご紹介及び外国人講師退職のお知らせ新任日本人講師のご紹介及び外国人講師退職のお知らせ新任日本人講師のご紹介及び外国人講師退職のお知らせ新任日本人講師のご紹介及び外国人講師退職のお知らせ    

１月末で退職した綾瑠美子の後任として、２月より布施順子（じゅんこ先生）が加わりました。当分の間、

中村本校勤務です。また、副担任も下田みなみ、進藤有将の２人が全てのクラスを担当します。行き届

かないところがあるかもしれませんが、なにとぞご理解を賜ります様、お願い申し上げます。 

また、外国人講師、Trina Lusk（トリーナ先生）は、家族の都合で３月末で退職することになりました。外 

国人講師の退職が相次ぎ、ご心配をおかけいたしますが、速やかに後任を決め、生徒の皆様、保護者

様にご迷惑をおかけしないよう努めて参りますので、重ねてよろしくお願い申し上げます。 

１月中旬よりChris Wheeler（クリス先生）の後任として、Chad Maris（チャド先生）が土曜日のクラスを 

引き継ぎました。他の曜日は３月末まで他の外国人講師または日本人スタッフにて代講し、４月以降は

チャド先生が全てのクラスを引き継ぎます。ご不明な点がございましたら、進藤または日本人スタッフに

お尋ねください。 

はじめまして、２月からパンプキンイングリッシュスクールのスタッフとしてお世話に

なります布施順子です。英語が大好きで、長い間、講師として子供さんたちに携わ

る仕事をしてまいりました。皆様といっしょに英会話を学ぶおもしろさと楽しさを分か

ち合っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

It has been a pleasure teaching at Pumpkin English School, but at this time, I will be 
unfortunately saying goodbye. I will be leaving at the end of March due to family rea-
sons.  I have enjoyed the opportunity of getting to know and teach a wonderful group 
of students. When I began at Pumpkin, I didn't know what to expect, but this experi-
ence leaves a lasting impression.  I'm grateful for having the privilege of assisting 
you in your growth and development in the English language. Continued hard work 
and focus will fuel your success.  I wish you all the best in your pursuits of learning 
English and life endeavors.                  Trina Lusk 

パンプキン・イングリッシュスクールで教えた日々は楽しいものでしたが、この度、

家族の都合により、私は３月末でパンプキンを去る事になりました。私は素晴しい

生徒達と知り合う機会や教える機会を楽しんでまいりました。  

無料体験レッスン無料体験レッスン無料体験レッスン無料体験レッスン    

下記日程にて４月からの新クラス開講に向けた無料体験レッスンを開催いたします。参加をご希望され

る方は日本人スタッフにお問い合わせ、ご予約ください。新しいクラスの曜日、時間につきましては日本

人スタッフにお尋ねください。お友達でご興味がある方にもご案内いただければ幸いです。 

学園木花台校学園木花台校学園木花台校学園木花台校  ３月１３日３月１３日３月１３日３月１３日((((日）日）日）日）                  中村本校中村本校中村本校中村本校     ３月２０日３月２０日３月２０日３月２０日((((日）日）日）日）                    

  １０：００～ 年少クラス            １２：００～ 年中・年長クラス 

  １４：００～ 小学校低学年クラス      １６：００～ 小学校高学年クラス 
 

※ ３０分の体験レッスンと約２０分程度の学校説明会をさせて頂きます。 

※ クラスは４月からの新学年  

※ 中学生で体験ご希望の方は事務局にお問い合わせください。  

 

パンプキンで働き出した頃、私は何を期待すればいいのか分かりませんでしたが、この経験は私に忘

れられない印象を残しました。皆さんの英語学習の成長と発達を支援する栄誉を得られた事に感謝しま

す。 勤勉と集中を続ける事が皆さんの成功への糧になる事でしょう。私は皆さんが英語学習、そして人

生の目標を追い続ける事を願っています。 

Junko Fuse 

Trina Lusk 
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☆ 今月の自由参観日は３月８日（火）～１９日（土）です。上記カレンダーにて該当講師をご確認ください。今月の自由参観日は３月８日（火）～１９日（土）です。上記カレンダーにて該当講師をご確認ください。今月の自由参観日は３月８日（火）～１９日（土）です。上記カレンダーにて該当講師をご確認ください。今月の自由参観日は３月８日（火）～１９日（土）です。上記カレンダーにて該当講師をご確認ください。 

   今年度最後の参観日ですので是非お越しください。前クリス先生のクラスは代講講師が行っておりますので、ご遠慮ください。 

☆ 今月の親子でイングリッシュは３日（木）、１７日（木）午後２時３０分からです。 

☆ ３月１２日（土）午後８時より中村本校ロビーにおいて卒業生パーティ３月１２日（土）午後８時より中村本校ロビーにおいて卒業生パーティ３月１２日（土）午後８時より中村本校ロビーにおいて卒業生パーティ３月１２日（土）午後８時より中村本校ロビーにおいて卒業生パーティを行います。卒業生及び中学生以上の生徒さんはぜひ参加 

   をご検討ください。（１ページ参照） 

☆ ３月１３日（日）３月１３日（日）３月１３日（日）３月１３日（日）は木花台校、３月２０日（日）３月２０日（日）３月２０日（日）３月２０日（日）は中村本校にて無料体験レッスンを開催致します。（３ページ参照） 

☆ ３月２５日（金）、２６日（土）、３０日(水）、３１日（木）３月２５日（金）、２６日（土）、３０日(水）、３１日（木）３月２５日（金）、２６日（土）、３０日(水）、３１日（木）３月２５日（金）、２６日（土）、３０日(水）、３１日（木）は次年度準備のため、レッスンはございません。事務局は９時から６時まで 

   営業しています。 

☆ ３月分授業料の引き落としは３月２日(水）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１０８円はご負担いただきますのでご了承ください。 

◇◇◇◇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 

 

March Schedule  3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 

 

2 

    

3 

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    

 

 

4 

    

5 

 

6 7 

    

8 

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    

9 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

トリーナトリーナトリーナトリーナ    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート    

    

小学生ライティング小学生ライティング小学生ライティング小学生ライティング    

クラス説明会クラス説明会クラス説明会クラス説明会    

10 

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    

バネッサバネッサバネッサバネッサ    

    

小学生ライティング小学生ライティング小学生ライティング小学生ライティング    

クラス説明会クラス説明会クラス説明会クラス説明会    

11 

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    

12 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

トリーナトリーナトリーナトリーナ    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート    

Graduation Party 

卒業パーティ卒業パーティ卒業パーティ卒業パーティ    

13 

Trial Lessons  
@ Kibanadai 

学園木花台校学園木花台校学園木花台校学園木花台校    

無料体験レッスン無料体験レッスン無料体験レッスン無料体験レッスン 

14    15Parents 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    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート 

    

16 

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    

イアンイアンイアンイアン    

17 

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    

イアンイアンイアンイアン    

18 

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    

バネッサバネッサバネッサバネッサ    

トリーナトリーナトリーナトリーナ 

 

19 

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    

イアンイアンイアンイアン    

Homestay meeting 

ホームステイ説明会ホームステイ説明会ホームステイ説明会ホームステイ説明会 

20 

Trial Lessons  
@ Nakamura 

中村本校中村本校中村本校中村本校    

無料体験レッスン無料体験レッスン無料体験レッスン無料体験レッスン 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

Preparation for 

New School Year 
  

  

新年度準備新年度準備新年度準備新年度準備    

クラス休講クラス休講クラス休講クラス休講    

26 

Preparation for 

New School Year 
  

  

新年度準備新年度準備新年度準備新年度準備    

クラス休講クラス休講クラス休講クラス休講    

27 28 29 30 

Preparation for 

New School Year 
  

  

新年度準備新年度準備新年度準備新年度準備    

クラス休講クラス休講クラス休講クラス休講    

31 

Preparation for 

New School Year 
  

  

新年度準備新年度準備新年度準備新年度準備    

クラス休講クラス休講クラス休講クラス休講    

  

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  


