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パンプキンのハロウィン
１０月の最後の日（万聖節の前晩・ケルト人の一年の最後の日）はHalloweenハロウィンです。欧米で
は、この夜は死者の霊が家族を訪ねたり、精霊や魔女が出てくると信じられていました。人々はこれらか
ら身を守るため、仮装したり火を焚いたりしたとされています。また、収穫に感謝する収穫祭でもあります
。当校では１０月２５日（火）から２９日（土）をハロウィンウィークとして、講師、スタッフも仮装して生徒の
皆さんをお迎え致します。レッスン中には、ハロウィンにちなんだゲームや本の読み聞かせ、トリックオア-トリ－ト（Trick or Treat）などを行います。生徒の皆さんもお面や帽子などの簡単な仮装でも結構で
すのでハロウィンの雰囲気を楽しんでください。

（写真は昨年の様子）

☆ 新任外国人講師のご紹介
デイビッド先生の後任として、９月１７日より引継ぎを行っておりますJeffrey
Amoako（ジェフリー先生）を紹介いたします。ジェフリー先生はアフリカ系の
カナダ人ですが、両親が宮崎大学に留学中に宮崎で生まれ、５才までの幼
少期を学園木花台で過ごしました。料理が得意で、宮崎に来る前はレスト
ランのシェフをしていました。引継ぎ及び研修は十分行い、混乱無きよう努
めますので、よろしくお願い致します。

Jeffrey Amoako

Hello! My name is Jeffrey Amoako. I am excited to be joining the Pumpkin English School staff
this September. I was born here in Miyazaki and moved to Canada when I was 5 years old,
now I have come back to teach English! I love to cook, dance, play frisbee, and rock climb. I
also hope to learn how to speak Japanese again. The teachers here are a pleasure to work
with and the students are very hardworking. I am looking forward to meeting all of you!
ハロー！私の名前はジェフリー・アモアコです。この９月からパンプキンイングリッシュスクールの先生
として働けることをとても楽しみにしています。私は宮崎で生まれ、５才でカナダに移り住みました。そ
して今、英語を教えるために戻ってきました。料理、ダンス、フリスビーをすることが好きで、ロッククラ
イミングをします。日本語を学び直すことも楽しみです。パンプキンの先生たちと働けることは光栄で、
生徒の皆さんは本当にがんばる生徒さんたちばかりです。皆さんにお会いできることをとても楽しみに
しています。
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☆ 英検面接（二次試験）対策について☆
第２回英語検定試験も間もなくです。受験される皆さんは最後まで気を抜かずにがんばっていきましょ
う。少し先の話になりますが、３級以上の受験者で合格された方は、１１月４日と１１日に二次試験の面
接が行われる事になります。そこで今回も当校に通って頂いている生徒さんを対象に無料の面接対策
無料の面接対策を
無料の面接対策
させて頂きます。
時間帯 (１０月２８日 日曜日）
３級１４：００～１６：００（日） 準２級１８：００～２０：００（日）
２級１６：００～１８：００（日） 準１級２０：００～２２：００（日）
上記スケジュールはあくまで目安です。ご質問のある方はお気軽にご相談ください。各時間帯、参加希
望者のバランスを調整し最善を尽くさせて頂きます。参加希望者はパンプキン事務局にお電話下さい。
☆ ２０１８年度秋期小学生英検対策クラス募集について
早いもので２０１６年度に開始した小学生英検対策も開講２年半になります。１期生として受講してくれた
生徒さんの多くが中学生になり、小学生英検対策で学んだ事を存分に発揮されているようです。保護者
様からの評判も良く、一度受講していただいた生徒さんの多くから継続した英検対策の希望を頂いてい
ます。継続した英検対策
継続した英検対策を行い、合格者を増やしていく事は、当校の生徒さんの自信を深め、また英会
英会
継続した英検対策
話力と理解力の向上にも繋がっている事は間違いありません。英語教育の改革が声高く叫ばれており
話力と理解力の向上
ますが、現実的には大多数を相手にしたクラスではどうしてもできない事がたくさんあるのも事実です。
是非当校の話す力を身に付けるための少人数制英検対策クラス
話す力を身に付けるための少人数制英検対策クラスをご検討下さい。
話す力を身に付けるための少人数制英検対策クラス
現状・結果報告
１期生の現在中学１年生になった生徒さんは、それぞれ英検２級と準２級に挑戦されています。現在小
学５，６年生の生徒さん達は３級に合格している生徒さんと、挑戦している生徒さんが五分五分といった
ところでしょうか。２０１７年度に始めた生徒さんの多くが５級や４級に合格し、つぎの目標へ向かってが
んばっています。
具体的な小学生英検対策クラスの展開方法
英語表記の文法教材と英検の過去問題集を使い、中学生レベルの文法・語彙・長文を楽しく学習してい
きます。具体的には、音読と学んだ内容を実際の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。
英検のリスニング、筆記の過去問題を使って、答えを導くための正しい考え方を習慣化していきます。時
には会話クラスで使用してきた教材も応用し、今まで感覚で学んできた事を元にこの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。
このクラスをご案内できる生徒さんには、このニュースレターとは別にご案内をお渡しいたします。
無料体験レッスン
１０月第１・２週目に無料体験レッスン を下記・新規開講予定の時間帯で行いますので、ご案内を差し
上げた生徒さんは是非ご参加頂き、ご検討ください。
火曜日 ５：３０～６：２５ ， ６：３０～７：２5

木曜日 ５：３０～６：２５ 金曜日 ６：３０～７：２５ です。

授業料は会話クラスの授業料に５，４００円の加算になります。無料体験レッスンに参加ご希望の方は、
事務局までお問い合わせください。また、希望される保護者の方には担当の進藤より直接説明をさせて
頂きます。こちらも気軽にお尋ねください。
申込期限を１０月１３日とさせていただき、１０月３週目よりスタート、１０月分授業料は半額になります。
申込期限
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☆ パンプキン・ホームステイ
６名の生徒さんにご参加いただいたパンプキン・ホームステイです
が、９月１７日に行った報告会をもちまして、すべてのプログラムを
終了しました。参加した生徒さんは、いろいろな体験を通して、日本
とオーストラリアの文化の違いや、英語が話せることで得られる人と
の触れ合いの楽しさなどを感じられたのではないでしょうか。今回の
体験が、パンプキンでの英語学習のさらなる意欲向上につながれ
ば幸いです。私たちを信頼いただき、生徒さんをお預けいただいた
保護者様には、心より感謝申し上げます。
次回は２０２０年夏を予定しています。ご興味のある方は、今回参加
した生徒さんの感想文や写真集がございますので、お問い合わせく
ださい。

グリーン島で水遊び

習字の腕前披露

ホストマザーがお迎え

午前中は英語のレッスン

ユータ先生と英語研修の修了式

「初めてのホームステイ」保護者感想レポート

小篠 貴子

幼少からパンプキンに通っている中で、いつかホームステイの経験ができれ
ば・・と思っていました。体験することは、他の何よりも貴重な財産だと思うからで
す。
隔年で実施されるうちの今回のチャンスがやってきて、本人にすすめると、初
めは特に興味を示しませんでした。本人にその気がなければ行くべきではない、
と思っていましたので、旅行だけではなかなか経験できないということ等、再度き
ちんとホームステイの説明をしました。すると、ホストファミリーとのふれあいに目
を輝かせ、“行きたい！”と言うようになりました。きちんと意味が分かっていな
かったようでした。

Rioko Ozasa

行くと決めてから、一緒にオーストラリアの事を調べたりしよう！と言っていたのですが、毎日の雑多
にかまけてなかなかすることができませんでしたが、2回のオリエンテーションのおかげで余計な心配
や無駄なく準備をすることできました。
何より、親に頼らず何でも自力でやってみる、という環境に身をおくことを経験してほしく、一緒にいる
と、私もつい助けてしまうので、私にとってもよい機会でした。
娘が帰ってきてから話を聞いたりして、プログラムを振り返ると、内容が濃く、毎日がとても充実してい
て、飽きさせないものであることを改めて感じました。
帰ってきてからの娘は、不思議と前よりもいろんな事に積極的になりました。些細な事ですが、以前
は、渋っていたことも快諾するようになりました。びっくりです。理屈抜きに何かをつかんだようです。
事前準備から滞在中、諸々ご迷惑をかけたのですが、ツアーリーダーの二見さんが本当に細やかに
対応してくださり、安心でき、とてもありがたかったです。小学生を安心して任せられる、というところは、
他にはなかなかないと思います。本当にお世話になりました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがと
うございました！
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October Schedule 10月のレッスンスケジュール
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SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Sports Day

OYAKO CLASSES

体育の日

親子でイングリッシュ

Parents Day
自由参観日
チャド

14

15

16

17

18

19

20

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

チャド

チャド

ベッキー

スチュアート

スチュアート

ベッキー

ベッキー

スチュアート

チャド

ベッキー

スチュアート

スチュアート

チャド

ベッキー

Pumpkin English School
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

21

22

23

24

25

26

27

Halloween Week

Halloween Week

Halloween Week

Halloween Week

Halloween Week

ハロウィーン

ハロウィーン

ハロウィーン

ハロウィーン

ハロウィーン

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

OYAKO CLASSES
親子でイングリッシュ

学園木花台校
Gakuen-kibanadai School
〒889-2153

28

29

30

31

スピーチCD
スピーチCD作成日
CD作成日 スピーチCD
スピーチCD作成日
CD作成日
レッスンお休み

レッスンお休み

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

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://www.pumpkin-english.com/

☆ 今月の自由参観日は１３日（土）～２０日(土）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。 今回はアンジェリーナ先生、ジェフリー先生のクラスのご参観は、交代直後ですのでご遠慮頂きます。
☆ 今月の親子でイングリッシュは１１日（木）、２５日（木）午後２時３０分からです。
☆ １０月２３日（火）～２７日（土）はハロウィーン週間です。
１０月２３日（火）～２７日（土）
☆ スピーチ原稿をまだ提出していない生徒さんは至急提出してください。
☆ １０月分授業料の引き落としは１０月２日(火）です。前日までに口座残高の確認をお願いいたします。今月は
後期運営費３，２４０円を併せて引き落とし致します。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
後期運営費３，２４０円を併せて引き落とし致します
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

◇

