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July 2018 

日本は梅雨真っ最中でじめじめしていますが、ロシアではサッカーのワールドカップが始まり、サッカーファン

のみならず、多くの方が興味を持ってテレビやニュースを見て、熱くなっていらっしゃるのではないでしょうか。

日本代表が勝利を重ねグループリーグを突破し、少しでも長く試合を見せてくれることを皆様と共に願ってお

ります。さて、今まで中村本校の全ての小学生以下のクラスの副担任を進藤有将が担当しておりましたが、

一部クラスを他の日本人スタッフに移行しました。下記表をご参照下さい。なお、木花台校は担当の日本人

スタッフが副担任になります。宜しくお願い致します。 

☆☆☆☆    外国人講師退職のお知らせ外国人講師退職のお知らせ外国人講師退職のお知らせ外国人講師退職のお知らせ    

外国人講師、ネッド・クロフォードは、自己都合により９月１５日までで退職することになりました。次号

ニュースレターにてご挨拶申し上げます。なお、外国人講師の後任は決まっておりますので、併せて

次号にてご案内いたします。１年の短い期間での退職になり、該当するクラスの生徒さん、保護者様

にはご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。引き継ぎには十分時間をかけ、混

乱無きよう努めますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

    
 

  

      

  
  時間 3:30～6:30 7:30 8:30 

曜日   担任 副担任 副担任 副担任 

中村本校 

火曜日 

ネッド 進藤 有将 進藤 有将 進藤 有将 

ベッキ― 進藤 有将 岩澤 きらら   

チャド 進藤 有将     

デイビッド 岩澤 きらら   岩澤 きらら 

水曜日 

スチュアート 岩澤 きらら     

チャド 進藤 有将 岩下 可菜未 進藤 有将 

ベッキ― 岩下 可菜未 進藤 有将 岩澤 きらら 

デイビッド 進藤 有将 岩澤 きらら 岩下 可菜未 

木曜日 

ネッド 進藤 有将   進藤 有将 

ベッキ― 進藤 有将 進藤 有将 岩澤 きらら 

デイビッド 岩澤 きらら     

スチュアート 進藤 有将 岩澤 きらら   

金曜日 

チャド 進藤 有将   進藤 有将 

デイビッド 進藤 有将 岩下 可菜未   

スチュアート 岩下 可菜未 岩澤 きらら   

ネッド 岩澤 きらら 進藤 有将   

  
  時間 2:00～5:00   6:00 7:00 

曜日   担任 副担任 副担任 副担任 

中村本校 土曜日 

チャド 岩澤 きらら     

スチュアート 進藤 有将 進藤 有将 岩澤 きらら 

デイビッド 岩下 可菜未 岩澤 きらら 進藤 有将 

ネッド 進藤 有将     

ベッキ― 進藤 有将 進藤 有将 岩下 可菜未 

担任・副担任表担任・副担任表担任・副担任表担任・副担任表    
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☆☆☆☆    小学生英検対策クラスについて小学生英検対策クラスについて小学生英検対策クラスについて小学生英検対策クラスについて    
 

２０１８年度前期小学生英検対策の結果２０１８年度前期小学生英検対策の結果２０１８年度前期小学生英検対策の結果２０１８年度前期小学生英検対策の結果  

小学５年生のＲ・Ｉ君は今回に英検３級の一次試験に合格、３年生の後半からこの英検対策に参加して

くれている生徒さんなのですが、約１年半で５級から３級までの合格を達成！初めて英検対策へ参加

してくれた時はまだ文章を読む事さえままならなかった状態からの飛躍でしたので、喜びもひとしおで

した。小学６年生のＲ・Ｏさんも３級に合格、そして去年の春から参加してくれている生徒さんの多くが４

級に合格してくれました。今年度から参加してくれた４年生のお二人も５級に合格し、６月１８日の合格

発表以来嬉しい報告が続々と届いています。 

保護者様からの評判も良く、皆さんから継続した英検対策のご希望も頂いています。継続した英検対

策を行い、合格者を増やしていく事は、当校の生徒さん達の自信を深め、また生徒さん達の英会話力

と理解力の向上にも繋がっていると実感しています。 

当校の英検対策は試験対策ではありません。あくまで英検を生徒のモチベーションアップのツールとし

、その学習の過程を英会話力に繋げていく事にあります。 
 

具体的な小学生総合クラスの中での英検対策の展開具体的な小学生総合クラスの中での英検対策の展開具体的な小学生総合クラスの中での英検対策の展開具体的な小学生総合クラスの中での英検対策の展開  

英検の教材と全英語表記の文法教材を使い、音読そして発話を通して、英検の内容及び中学１～２年

レベルの文法を楽しく学習していきます。具体的には問題を徹底的に音読、そして学んだ内容を実際

に会話で使用することで、自然に文法的な法則にも気がつくようなクラス展開をしていきます。常に生

徒が主体となり、先生の質問に答えていく、少人数制ならではのアクティブ（能動的）な内容になってい

ます。 

そして、クラスの生徒さんのレベルに合わせて、全員で英検を受けるタイミングを決めます。試験直前

の１～２ヶ月は教材を変え、英検のリスニング、筆記の過去問題を使って授業を行います。そして答え

を導くための正しい考え方を習慣化していきます。会話クラスで使用してきた教材を応用し、今まで感

覚で学んできた事を元に、小学校総合クラスで新しく学んでいる内容をつなげていく事で、学習の効率

と効果を最大化していきます。ＰＬＳの教材を応用する事が前提になりますので、受講できるのは当校受講できるのは当校受講できるのは当校受講できるのは当校

に通っている小学校３年生以上でＰＬＳの７級（Ｑ＆ＡのセットＡが終わっている事が目安）以上の生徒に通っている小学校３年生以上でＰＬＳの７級（Ｑ＆ＡのセットＡが終わっている事が目安）以上の生徒に通っている小学校３年生以上でＰＬＳの７級（Ｑ＆ＡのセットＡが終わっている事が目安）以上の生徒に通っている小学校３年生以上でＰＬＳの７級（Ｑ＆ＡのセットＡが終わっている事が目安）以上の生徒

さんに限らせて頂きますさんに限らせて頂きますさんに限らせて頂きますさんに限らせて頂きます。 

また検討する前に実際のクラスを見学されたいと言う方、既存クラスの見学が随時可能です。英検対

策部門担当・進藤にご相談下さい。 

 

  

 

 

  

 

英検二次試験対策についてのお知らせ英検二次試験対策についてのお知らせ英検二次試験対策についてのお知らせ英検二次試験対策についてのお知らせ  

小学生だけでなく英検対策に参加してくれた中学生・高校生の生徒さんにも、たくさんの２級・準２級の

合格者が出ています。もし７月１日・８日に試験を控えている生徒さん達の中で、２次試験対策のコツ

を聞いた事がないと言う生徒さん。どなたでも授業の前後に２０分～３０分程度、２次試験対策を無料

で行います。担当講師・進藤まで遠慮なくご相談下さい。 
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秋期英検対策特別授業についてのお知らせ秋期英検対策特別授業についてのお知らせ秋期英検対策特別授業についてのお知らせ秋期英検対策特別授業についてのお知らせ    
 

６月に行われた２０１８年度第１回英語検定試験に、当校の英検対策授業をお受け頂いた多くの生徒さ

んが挑戦し、素晴らしい成績を収めました。パンプキン・イングリッシュスクールでは英検受験を控えたみ

なさんのサポートもこれからも継続していきたいと考えています。そこで今回は、第２回英語検定試験（１

０月７日）の受験を予定されている生徒さんを対象に秋期英検対策授業をご案内させて頂きます。 
 

授業内容 

• 英語検定試験過去問題集の演習を通して一次試験の得点アップを目指します。 

• 演習終了後はすぐに解説を行い、結果から判明した各個人の苦手な部分を補うためのアドバイスを

１人１人行います。 

• 音読、面接対策を組み込み、英検を活用し話す力にも繋げていきます。 

• また２級、準１級だけでなく今年度からは３級、準２級でも導入される英作文についても講師が指導・

添削いたします。 

• 英検準１級・TOEIC ８９５・TOEFLiBT １０１ 

米大学院で英語教授法・教育心理学を専攻し、米ＮＹ州教員免許を取得。これまでにたくさんの生徒

さんを英検合格へ導いてきたバイリンガル講師が結果にこだわり指導させて頂きます。 
 

日程・時間帯・料金について  （どのクラスも前後半５０分に分け、間に１０分間の休憩を入れます） 

５級～準１級まで   １１０分×５回  １０，８００円 （税込み） （問題集代別途 １，５００円程度） 

日程      ９月２日 / ９日 / １６日 / ２３日 ９月３０日  (毎週日曜日)  

時間帯   １４：００～１５：５０      １６：００～１７：５０     １８：００～１９：５０      ２０：００～２１：５０   

• 上記の日程がどうしても合わない場合はお気軽に事務局までご相談ください。 

• 各時間帯４名まで。２名の場合のみ1つの時間帯に違う級が混合の個別指導が可能  

• マンツーマン対応のみ上記値段より１．５倍  

• 合格者には面接対策を二次試験一週間前に無料で行います。 

• 振替授業は原則としてできません。 

どの時間帯にどの級を行うかは、参加者にどの級が何人くらいいるのか、またどの時間帯なら参加可能

かを下記申し込み用紙にお答え頂き、できるだけたくさんの生徒さんに参加頂けるように考慮してから後

日ご連絡致します。参加希望者は下記申し込み用紙をご記入の上、事務局までお持ち下さい。また希望

者多数の場合、調整させて頂く場合がございます。ご了承下さい。 

 

きりとりーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーきりとり 

 

申し込み用紙申し込み用紙申し込み用紙申し込み用紙 名前（                   ）  学年（      ）  受験希望の級（     級） 

参加可能な時間帯、全て全て全て全てに丸を付けて下さい。 

時間帯  １４：００～１５：５０     １６：００～１７：５０    １８：００～１９：５０    ２０：００～２１：５０  
 

ご要望記入欄  （                                                     ） 
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☆ 今月の自由参観日は７月１７日～７月２８日です。週により該当講師が異なりますので、上記カレンダーをご確認 

   下さい。   

☆ 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。 

☆ 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１０８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◇◇◇◇ 

pumpkin@wind.ocn.ne.jp 

Pumpkin English School    

本校本校本校本校    Main Branch 

〒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 
 
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/ 

July Schedule  7777月のレッスンスケジュール月のレッスンスケジュール月のレッスンスケジュール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 4 5 

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    

6 

    

7 

 

8 9    10    11    12    13 

    

14 

    

15 16    17 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

ベッキーベッキーベッキーベッキー    

チャドチャドチャドチャド    

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    

デイビッドデイビッドデイビッドデイビッド    

19 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

ベッキーベッキーベッキーベッキー    

ネッドネッドネッドネッド    

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    

20 

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    

ネッドネッドネッドネッド    

21 

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    

ネッドネッドネッドネッド    

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    

デイビッドデイビッドデイビッドデイビッド    

ネッドネッドネッドネッド    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート 

25 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

ベッキーベッキーベッキーベッキー    

チャドチャドチャドチャド    

ネッドネッドネッドネッド    

26 

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    

デイビッドデイビッドデイビッドデイビッド    

チャドチャドチャドチャド    

27 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

デイビッドデイビッドデイビッドデイビッド    

チャドチャドチャドチャド    

ベッキーベッキーベッキーベッキー 

28 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

デイビッドデイビッドデイビッドデイビッド    

チャドチャドチャドチャド    

ベッキーベッキーベッキーベッキー    

29 30 31              

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  


