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March 2019 

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    ２０１９２０１９２０１９２０１９    

まだ２月だというのにもう春のような陽気の昨今ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

今年も多くの生徒さんにご参加いただき、無事にスピーチコンテストを開催することができました。今年

は例年より多くの初めてのスピーチ練習の生徒さんにご参加いただき、また、その生徒さんたちが大変

すばらしいスピーチを披露してくれて、来年がとても楽しみになりました。もちろん、経験者の生徒さんに

も自信にあふれたスピーチを披露して頂き、前回の入賞者によるモデルスピーチはさらに磨かれ、大変

聞きごたえのあるスピーチに仕上がっていて、誇らしく思いました。今回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  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     ：：：：        和田和田和田和田    夏輝夏輝夏輝夏輝    

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 ： 蒲牟田梨珠１位 ： 蒲牟田梨珠１位 ： 蒲牟田梨珠１位 ： 蒲牟田梨珠    ２位 ： 小篠莉於子２位 ： 小篠莉於子２位 ： 小篠莉於子２位 ： 小篠莉於子    ３位 ： 信時遥香３位 ： 信時遥香３位 ： 信時遥香３位 ： 信時遥香    

        優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞    ：：：：    濱田遥乃、濱田遥乃、濱田遥乃、濱田遥乃、    甲斐夏恩、甲斐夏恩、甲斐夏恩、甲斐夏恩、    井野琉誠、井野琉誠、井野琉誠、井野琉誠、    田渕結士、田渕結士、田渕結士、田渕結士、    結城咲翔結城咲翔結城咲翔結城咲翔    

        優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞    ：：：：    今野遥、河野恵大、岡上來未、河野澪、井出なつみ、畠山佑理今野遥、河野恵大、岡上來未、河野澪、井出なつみ、畠山佑理今野遥、河野恵大、岡上來未、河野澪、井出なつみ、畠山佑理今野遥、河野恵大、岡上來未、河野澪、井出なつみ、畠山佑理    

        優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞    ：：：：    松元彩紗、日高花、今野仁、松元彩紗、日高花、今野仁、松元彩紗、日高花、今野仁、松元彩紗、日高花、今野仁、    岡部薫、岡部薫、岡部薫、岡部薫、    川崎琉以、川崎琉以、川崎琉以、川崎琉以、    西原佑西原佑西原佑西原佑 

  

 

４年生の部４年生の部４年生の部４年生の部    １位 ： 大山優、 ２位 ： 中島千花、 ３位 ： 田中美羽１位 ： 大山優、 ２位 ： 中島千花、 ３位 ： 田中美羽１位 ： 大山優、 ２位 ： 中島千花、 ３位 ： 田中美羽１位 ： 大山優、 ２位 ： 中島千花、 ３位 ： 田中美羽        

            優秀賞 ： 服部玲奈優秀賞 ： 服部玲奈優秀賞 ： 服部玲奈優秀賞 ： 服部玲奈    

        優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞    ：：：：    稲田花音、稲田花音、稲田花音、稲田花音、    藤本康太郎、藤本康太郎、藤本康太郎、藤本康太郎、    杉岡芽依、杉岡芽依、杉岡芽依、杉岡芽依、    結城桜羽結城桜羽結城桜羽結城桜羽    

        優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞優秀発音賞    ：：：：    塚本ひらり、塚本ひらり、塚本ひらり、塚本ひらり、    田中健太郎、田中健太郎、田中健太郎、田中健太郎、    朝倉琉世、朝倉琉世、朝倉琉世、朝倉琉世、    田村章悟田村章悟田村章悟田村章悟    

２～３年生の部２～３年生の部２～３年生の部２～３年生の部    １位１位１位１位    ：：：：    上原千昂、上原千昂、上原千昂、上原千昂、    ２位２位２位２位    ：：：：    野口泰慎野口泰慎野口泰慎野口泰慎        ３位３位３位３位    ：：：：    内田瑞稀内田瑞稀内田瑞稀内田瑞稀    

            優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞    ：：：：    麻田大暉、麻田大暉、麻田大暉、麻田大暉、    萩元陽菜乃、萩元陽菜乃、萩元陽菜乃、萩元陽菜乃、    長友美麗、長友美麗、長友美麗、長友美麗、    川添里紗川添里紗川添里紗川添里紗    

        優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞優秀表現賞    ：：：：    新内一平、 河野栞、 渡邊裕翔、 畑愛佳、 谷口陽奏、 伊藤愛佳、 松元崇剛新内一平、 河野栞、 渡邊裕翔、 畑愛佳、 谷口陽奏、 伊藤愛佳、 松元崇剛新内一平、 河野栞、 渡邊裕翔、 畑愛佳、 谷口陽奏、 伊藤愛佳、 松元崇剛新内一平、 河野栞、 渡邊裕翔、 畑愛佳、 谷口陽奏、 伊藤愛佳、 松元崇剛                

Natsuki Wada 

☆☆☆☆☆☆☆☆    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１６日（土）午後８時～９時３０分３月１６日（土）午後８時～９時３０分３月１６日（土）午後８時～９時３０分３月１６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

学、高校生のみなさんの参加をお待ちいたしております。 



Pumpkin English School                                           The Pumpkin Newsletter  Page 2 

 

☆☆☆☆    ２０１９年度小学生英検対策のご案内２０１９年度小学生英検対策のご案内２０１９年度小学生英検対策のご案内２０１９年度小学生英検対策のご案内    

皆さんもご存じの通り、２０２０年、つまり来年から小学校三年生から英語が導入され、五年生からは教科となる

事が決まりました。パンプキンではこの情報を五年前に知り、それ以来クラスの内容・宿題に使う教材等をこの教

育改革に寄せる努力をしてきました。その中で大きく変えたのが英検対策への取り組みです。 

まずよくある質問の中でTOEFL, TOEIC, TEAP, IELTS,G-TEC等沢山の資格試験がありますがどれを受ければ

いいのですか？という質問です。答えは英検です。そして先ずは二級到達を目指して下さいとお答えしています。 

これが何故かと言いますと、英検二級がその前に述べた資格試験のいくつかよりもかなり簡単だからです。英検二

級に合格して初めて他の資格試験で戦える実力がついたと考えて間違いないと思います。 

あとコストパフォーマンスですね。TOEFLが２３５ドル、IELTSが２万５３００円、TEAPは１万５０００円、それに対し

て英検は２０００円～８０００円程度で済みますので、先ずは英検でしっかりと実力をつけ、最低２級に合格する力

がついてから目的別に他の試験へ挑戦、という流れが間違いないかと思います。ただ、上級資格試験への挑戦期

間も視野に入れますと、ある程度早い段階で２級には到達する必要があると感じた３年前に、小学生向けの英検

対策をスタートさせました。 
 

 

☆☆☆☆    外国人講師退職のご挨拶外国人講師退職のご挨拶外国人講師退職のご挨拶外国人講師退職のご挨拶    

ニュースレター先月号でお知らせしておりましたように外国人講師、Chad Maris（チャド先生）は自身の 

都合により３月末日をもちまして当校を退職する事になりました。後任講師としてフィリピン出身のCharm 

Saga（Morimoto）（チャーム先生）が３月９日より引き継ぎを開始致します。チャーム先生は３月２４、２５日

にＰＬＳ教師研修をジェフリー先生と共に受講する予定です。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、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

After 3 wonderful years at Pumpkin English School the time has come for 
me to say farewell. Some of my best memories here at Pumpkin have been 
watching so many students conquer their fears and deliver great speeches 
at the annual Speech Contest. From the youngest kindergarten students to 
the busy high schoolers, each one of you have impressed me with your 
hard work, dedication and interest towards learning English. When I gradu-
ated high school, I moved to Japan and studied Japanese. Learning an-
other language has provided me the opportunity to make good friends and 
memories all over the world. I know that English will help you too in your 
future endeavors. To the staff at Pumpkin English School I would like to give my utmost appre-
ciation for making the work environment relaxing and friendly. I will never forget my time here 
and am very thankful for the opportunity you have given me to be a part of the family for the past 
3 years. I hope our paths cross again in the future.                              
Aloha Nui Loa                                                   Chad  

 

ここで過ごした素晴らしい３年間が過ぎた今、さよならを言う時が来ました。私にとっての最高の思い出の

一つは、生徒達がスピーチコンテストでステージに立ち、緊張に打ち勝って素晴らしいスピーチを発表し

てくれた事です。一番小さい幼稚園生から忙しい高校生まで、生徒の皆さんの英語に対しての取り組み

は、本当に私を驚かせてくれました。私は高校を卒業した時、日本に移り住み日本語を勉強しました。新

しい言語を学ぶ事は、私に新しい友達と出会う機会を与えてくれて、思い出も世界中でできました。英語

が皆さんの将来に絶対役に立つことでしょう。パンプキンのスタッフのみんなには、職場で穏やかに働け

て、私と仲良くしてくれて本当にありがとうございました。私はここの事を絶対に忘れません。そして、皆さ

んが私をパンプキンファミリーとして３年間受け入れてくれてとても感謝しています。またいつか皆さんに

会える事を願っています。 

アロハ ヌイ ロア（沢山の愛を込めて）                                 チャド 



Pumpkin English School                                           The Pumpkin Newsletter  Page 3 

 

これまでの実績これまでの実績これまでの実績これまでの実績    

 一期生のＳ君は小学生で準二級に到達、中学一年生で英検二級に合格しました。またKさんも五年生で準二級

に合格され、土曜日の生徒さん達は今年一年で四級と三級に合格、中には既に先日行われた準二級に挑戦して

いる生徒さんもいらっしゃいます。今までに参加して下さった小学生英検対策受講者が約３０人程になりますが、

一年～二年で三級・ないし準二級に到達できる事ははっきりと実証できたのではないかと思っています。 
 

  

 

具体的な小学生英検対策クラスの展開方法具体的な小学生英検対策クラスの展開方法具体的な小学生英検対策クラスの展開方法具体的な小学生英検対策クラスの展開方法    

 内容は音読をベースにしたアクティブラーニング（対話的で生徒を主体にした学び）で、これを実現できたことは

私達としても大きな一歩を踏み出せたと確信しています。ただ合格させたのではなく、あくまで英検を合格する事は

目標として利用し、実際にはその過程の中で大量に音読し、スピーキングの力やライテイングをする力に繋げる事

に全員が成功している点を強調したいと思っています。以下具体的な内容になります。 

 ① オールイングリッシュの文法教材を使い音読、教わるのではなく多読を通し講師が気づきを促す。 

 ② 英検の過去問題集を使い、ここでも多読。先生の説明は最小限に抑え音読を通し講師が気づきを促す。 

 ③ 学んだ文法項目を活かし、翌週はその内容を応用したスピーチ練習や対話をクラスの初めに行う。 
 

中学生までに教えるべき内容とは何か？中学生までに教えるべき内容とは何か？中学生までに教えるべき内容とは何か？中学生までに教えるべき内容とは何か？    

    私の提案する目標は４年生～５年生で４・５級（中学１～２年生レベル）であれば正しいアクセントとリズムで音読

が出来る、そしてその内容が理解でき、かつ自分の言葉に変えて第三者に伝える事が出来る事。そして６年生の

段階では英検３級（中学３年生レベル）で同様の事が出来るようになり、かつ英作文ができるようになる事です。 

 この目標を達成する事によって後々学校で学ぶ事になる英語学習が文法を解読するパズルではなくなり、問題

を解くたびに頭の中で、または口に出して読む事が出来るようになります。つまり今後の英語教育が国語に近い形

で勉強できるようになります。少しずつの積み重ねは、着実に変化を起こす事が可能だと思っています。基準とし

た目標に物足りなさを感じる方もいらっしゃるかと思いますが、学んだ内容を音読や発話でアウトプットする十分な

時間、学んだ事を消化し、着実に学んだ文法事項を記憶として定着させる事までを視野に入れると上記目標設定

が最適です。学習意欲にあふれ、更に上を目指したい生徒さんはご相談ください。 
 

先ず小学生総合コースをご案内できるクラスは以下のクラス（先ず小学生総合コースをご案内できるクラスは以下のクラス（先ず小学生総合コースをご案内できるクラスは以下のクラス（先ず小学生総合コースをご案内できるクラスは以下のクラス（2019201920192019年年年年4444月新年度）です。月新年度）です。月新年度）です。月新年度）です。    

 

開講予定クラス開講予定クラス開講予定クラス開講予定クラスは 火曜日～金曜日の小学生総合クラスが週に１回(6:30-7:25)、水曜日の4:30の生徒の(5:30-

6:25) 料金が５，４００円になります。３月の最終週に無料体験レッスンを行う予定にしております最終週に無料体験レッスンを行う予定にしております最終週に無料体験レッスンを行う予定にしております最終週に無料体験レッスンを行う予定にしております。ご希望の方はパ

ンプキン事務局までお問い合わせください。  

土曜日の生徒さん土曜日の生徒さん土曜日の生徒さん土曜日の生徒さん、大変申し訳ないのですが、土曜日は通常クラスの人気が集中している為、新しく使える枠が

現時点ではありません。もしご希望の場合、平日クラスに来て頂くか年に三回の英検短期対策英検短期対策英検短期対策英検短期対策へのご案内になり

ます。    

保護者説明会保護者説明会保護者説明会保護者説明会も開催予定です。３月第２週の火曜日から金曜日まで、１７：３０ or １８：３０より。お忙しい方の為

に、３/２１（木曜・祝日）にも１９：００より説明会を予定しています。平日都合がつかない方はそちらもご検討下さ

い。こちらもパンプキン事務局までお問い合わせ頂ければと思います。 

総合クラスの開始と申込期限総合クラスの開始と申込期限総合クラスの開始と申込期限総合クラスの開始と申込期限を４月の第１週とさせていただきます。宜しくお願い致します。 
 

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ーーーきりとり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ーーーきりとり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ーーーきりとり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ーーーきりとり    
 

  

 

小学生総合クラス申し込み用紙小学生総合クラス申し込み用紙小学生総合クラス申し込み用紙小学生総合クラス申し込み用紙 名前（              ）学年（    ）希望曜日（     ）   

ご要望記入欄ご要望記入欄ご要望記入欄ご要望記入欄        （                                                         ） 

火曜日火曜日火曜日火曜日 ５：３０５：３０５：３０５：３０    ChadChadChadChad ５：３０５：３０５：３０５：３０    AngelinaAngelinaAngelinaAngelina ５：３０５：３０５：３０５：３０    JeffJeffJeffJeff 

水曜日水曜日水曜日水曜日 ４：３０４：３０４：３０４：３０    ChadChadChadChad ５：３０５：３０５：３０５：３０    ChadChadChadChad ５：３０５：３０５：３０５：３０    StuartStuartStuartStuart 

木曜日木曜日木曜日木曜日 ５：３０５：３０５：３０５：３０    JeffJeffJeffJeff ６：３０６：３０６：３０６：３０    AngelinaAngelinaAngelinaAngelina      

金曜日金曜日金曜日金曜日 ５：３０５：３０５：３０５：３０    StuartStuartStuartStuart ５：３０ ５：３０ ５：３０ ５：３０ JeffJeffJeffJeff ５：３０５：３０５：３０５：３０    ChadChadChadChad 
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☆ 今月の自由参観日は３月５日（火）～１６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５日（火）～１６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５日（火）～１６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５日（火）～１６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、特にチャド先生は最後の参観日チャド先生は最後の参観日チャド先生は最後の参観日チャド先生は最後の参観日ですので、是非お越しください。 

☆ 今月の親子でイングリッシュは１４日（木）、２８日（木）午後２時３０分からです。 

☆ ３月１６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１６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１６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１６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卒業生及び中学生以上の生徒さん卒業生及び中学生以上の生徒さん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１０日（日）３月１０日（日）３月１０日（日）３月１０日（日）、３月１７日（日）３月１７日（日）３月１７日（日）３月１７日（日）は中村本校若しくは木花台校にて無料体験レッスンを開催致します。 

☆ ３月２６日（火）、２７日（水）、２９日（金）、３０日（土）は次年度準備のためレッスンはございません３月２６日（火）、２７日（水）、２９日（金）、３０日（土）は次年度準備のためレッスンはございません３月２６日（火）、２７日（水）、２９日（金）、３０日（土）は次年度準備のためレッスンはございません３月２６日（火）、２７日（水）、２９日（金）、３０日（土）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２８日（木）はレッスンがございますので、気を付けてください。 ３月２８日（木）はレッスンがございますので、気を付けてください。 ３月２８日（木）はレッスンがございますので、気を付けてください。 ３月２８日（木）はレッスンがございますので、気を付けてください。       

☆ ３月分授業料の引き落としは３月４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。 

◇◇◇◇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 4    5 

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    

6 

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    

チャドチャドチャドチャド    

7 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

ジェフリージェフリージェフリージェフリー    

アンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナ    

チャドチャドチャドチャド    

8 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

チャドチャドチャドチャド    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート    

9 

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    

アンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナ    

10 

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 

11    12 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

アンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナ    

ジェフリージェフリージェフリージェフリー    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート 

    

13 

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    

ジェフリージェフリージェフリージェフリー    

アンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナ    

    

14 

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    

スチュアートスチュアートスチュアートスチュアート    

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    

    

15 

Parents Day 

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日    

アンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナアンジェリーナ    

ジェフリージェフリージェフリージェフリー    

ベッキーベッキーベッキーベッキー 

16 

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    

ジェフリージェフリージェフリージェフリー    

Graduation Party 

卒業生パーティ卒業生パーティ卒業生パーティ卒業生パーティ    

17 

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 

18 

 

19 

 

20 21 

Vernal Equinox 

春分の日春分の日春分の日春分の日    

レッスンお休みレッスンお休みレッスンお休みレッスンお休み 

22    23    

24/31 25 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 

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    

28 

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    

29 

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    

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    

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  


