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April 2019 

☆☆☆☆ 新任外国人講師及び日本人スタッフの紹介新任外国人講師及び日本人スタッフの紹介新任外国人講師及び日本人スタッフの紹介新任外国人講師及び日本人スタッフの紹介    

My name is Charm Saga. I’m a Filipino-Spanish-Japanese since 
my grandmother is Spanish and my grandfather is Japanese.  

It’s my first time to work and live here in Miyazaki City, yet I feel 
like home. I’m a graduate of Bachelor in Elementary Education 
major in English at Holy Name University. My hobby is music and I 
produce and arrange my own music with original rhythm and mel-
ody. I've been teaching English to Japanese, Korean, Taiwanese, 
Chinese, Russian and Filipino. I've come across people with differ-
ent levels of English communication skills. After that, I grabbed the 

opportunity to be an ESL teacher at Korean, Japanese and American companies. Being 
an ESL teacher requires certain skills or previous experience. I hope that having a class 
with me at Pumpkin English can help the students understand and speak this language 
with ease and enjoyment. 
 

私の名前はチャーム・サガといいます。私は祖母がスペイン人で祖父が日本人なので、フィリピン・スペ

イン・日本のミックスです。ここ宮崎に住む事、そして働く事は私にとって初めての事ですが、故郷のよう

に感じています。ホーリーネーム大学の教育学部英語学科の学士課程を卒業しています。私の趣味は

音楽で、自分自身の音楽（楽曲）をオリジナルメロディーとリズムで作ります。私は今までに英語を日本

人、韓国人、台湾人、中国人、ロシア人そしてフィリピン人に教えてきました。そしてさまざまなレベルの

英語コミュニケーション能力を持つ人々に出会ってきました。その後、アメリカ・日本・韓国の会社でＥＳＬ

（英語を第二言語として教える教師）の先生となる機会を得る事ができました。ＥＳＬの先生になるには特

定の技術と経験が必要になります。生徒がパンプキンで私の授業を受ける事が、英語を安心して楽しみ

ながら理解し話す助けになる事を願います。 
 

Ｈｅｌｌｏ！ Ｉ‘ｍ Ｍａｙａ！ この度、パンプキンの日本人スタッフとして勤務する

ことになりました大上茉耶と申します。幼少期から英語の物語に親しみ、歌を

歌うことが大好きでした。中学２年生のときに１ヶ月間ホームステイを経験し、

「もっと!いろんな人と話をしたい！」とさらに英語に興味が湧き、高校３年生の

時にカナダの高校に１年間留学を経験。ワーキングホリデーでは、オーストラ

リアに滞在していました。日本では英会話講師７年の経験を積みました。お子

様の可能性は無限です！輝かしい広い世界に羽ばたくため、皆さまのお手伝

いをしていきたいと思っております！どうぞ、よろしくお願い致します。 

今年は冬を感じる日がとても少なかったように思います。日中は半袖でも過ごせる日が増えてきて、す

ぐに夏になってしまうのでしょうね。小学校、中学校、高校に入学、進学される生徒さんは、楽しみと不

安で落ち着かない日々でしょうか。さて、４月からのクラスの予定、授業料、担当講師のお知らせを年

間スケジュール、学校規約と併せて月末に郵送致します。文法クラスを受講する新中学生をはじめ、

一部の生徒さんは授業料が変更になっていますので、必ず内容をご確認ください。授業は４月第１週

目より始まりますので、お間違いの無いようお気を付けください。レッスン時間、曜日がお知らせしたク

ラスではご都合が悪い場合、ご相談させて頂きますので、お問い合わせください。 
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☆☆☆☆ ４月開講新クラスのご案内４月開講新クラスのご案内４月開講新クラスのご案内４月開講新クラスのご案内    

２月より無料体験レッスンを重ねて開催してきましたが、多くの体験者にご入会いただき、下記クラスを

新規に開講することになりました。まだ、ご入会をお考えになっているお知り合い、ご兄弟がいらっしゃ

れば、これらのクラスを無料にて体験していただくことができますので、ご希望の方は日本人スタッフに

お申し出ください。 

中村本校中村本校中村本校中村本校    

火曜日５：３０火曜日５：３０火曜日５：３０火曜日５：３０    ：：：：    小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス                            水曜日３：３０水曜日３：３０水曜日３：３０水曜日３：３０    ：：：：    年中・年長クラス年中・年長クラス年中・年長クラス年中・年長クラス    

水曜日６：３０水曜日６：３０水曜日６：３０水曜日６：３０    ：：：：    年少クラス年少クラス年少クラス年少クラス                                                水曜日６：３０水曜日６：３０水曜日６：３０水曜日６：３０    ：：：：    小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス        

水曜日６：３０水曜日６：３０水曜日６：３０水曜日６：３０    ：：：：    小学校高学年クラス小学校高学年クラス小学校高学年クラス小学校高学年クラス                        木曜日３：３０木曜日３：３０木曜日３：３０木曜日３：３０    ：：：：    年少クラス年少クラス年少クラス年少クラス    

金曜日４：３０金曜日４：３０金曜日４：３０金曜日４：３０    ：：：：    年中・年長クラス年中・年長クラス年中・年長クラス年中・年長クラス                                    金曜日４：３０金曜日４：３０金曜日４：３０金曜日４：３０    ：：：：    小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス    

土曜日３：００土曜日３：００土曜日３：００土曜日３：００    ：：：：    年少クラス年少クラス年少クラス年少クラス                                                土曜日３：００土曜日３：００土曜日３：００土曜日３：００    ：：：：    小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス    
 

  

 

学園木花台校学園木花台校学園木花台校学園木花台校    

金曜日３：００金曜日３：００金曜日３：００金曜日３：００    ：：：：    年中・年長クラス年中・年長クラス年中・年長クラス年中・年長クラス                                金曜日６：００金曜日６：００金曜日６：００金曜日６：００    ：：：：    小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス小学校低学年クラス         

＊＊＊＊ご入会希望で上記クラスではご都合が悪い場合、ご相談させて頂きます。 

 

２０１８年度英検対策クラスを振り返って２０１８年度英検対策クラスを振り返って２０１８年度英検対策クラスを振り返って２０１８年度英検対策クラスを振り返って    
 

  

 

２０１８年度も多くの生徒さんに受講頂いた英検対策の結果ですが、英検５級の合格者が１７名、４級が

１２名（内小学生７名）、３級が１２名（内小学生６名）、準２級が１３名（内小学生１名）、２級が８名（中学１

年生１名）、高校２年生には１名の準１級の合格者がでました。改めて皆さんの能力の高さに驚かされて

います。小学生は多くの受講者が合格し、生徒さん達のやる気も向上したというお話をたくさんいただき

ました。 
 

  

 

 

２０１９年度小学生総合クラス２０１９年度小学生総合クラス２０１９年度小学生総合クラス２０１９年度小学生総合クラス    

 

  

 

期期期期    間間間間  ： ２０１９年４月～２０２０年３月末まで   

授業料授業料授業料授業料 ： 週に１回５０分 ５４００円  （振替えは原則できません） 

時間帯時間帯時間帯時間帯 ： 火曜日 ６：３０～      水曜日 ４：３０～/５：３０～  

        金曜日 ６：３０～       土曜日  ４：００～  

 

内容内容内容内容        音読の訓練を英検の教材を使い集中的に行ないます。普段パン

プキンで行っている内容を、英検の問題に出てくる文章やオールイング

リッシュの文法教材に関連付けます。文法的な説明を必要最小限に留

め、問題の多読を通し、自然に文法的な法則にも気づかせる能動的な授

業。４級より上の級を希望される生徒さんに対しては、長文読解に必要

なコツもしっかり伝えます。入会には当校の規定をクリアする必要があり

ます、ご質問のある方は担当：進藤までお問い合わせください。 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 切 り 取 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（     ）   受験を希望する級（    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。 

短期英検対策 時間帯  １４：００～１５：５０１４：００～１５：５０１４：００～１５：５０１４：００～１５：５０            １６：００～１７：５０１６：００～１７：５０１６：００～１７：５０１６：００～１７：５０            １８：００～１９：５０１８：００～１９：５０１８：００～１９：５０１８：００～１９：５０                ２０：００～２１：５０２０：００～２１：５０２０：００～２１：５０２０：００～２１：５０    

ご要望記入欄 （                           ） 

春期英検対策特別授業についてのお知らせ春期英検対策特別授業についてのお知らせ春期英検対策特別授業についてのお知らせ春期英検対策特別授業についてのお知らせ    

毎年たくさんの生徒さん、保護者様から英検に関するご質問、ご要望を頂いております。 

今回も２０１９年度第１回英語検定試験(６月２日)の受験を予定されている生徒さんを対象に、春期

英検対策授業をご案内させて頂きます。 

授業内容授業内容授業内容授業内容    

• 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・料金について日程・時間帯・料金について日程・時間帯・料金について日程・時間帯・料金について   

５級～３級まで５級～３級まで５級～３級まで５級～３級まで   １１０分×５回  １１，８８０円 （税込み） （問題集代別途  1500円程度） 

準２級～２級準２級～２級準２級～２級準２級～２級   １１０分×５回  １２，９６０円 （税込み） （問題集代別途  1500円程度） 

準１級準１級準１級準１級 １１０分×５回  １４，０４０円 （税込み） （問題集代別途  2000円程度） 

日程日程日程日程      ４月２８日 / ５月５日 / １２日 /   ５月１９日 / ２６日  (毎週日曜日)  

時間帯時間帯時間帯時間帯   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。 

• 合格者には面接対策を二次試験一週間前に無料でさせて頂きます。 

• 振替授業は原則としてできません。 

• 英検申し込みの代行は行っていません。ご自身でのお申し込みをお願いしています。英検申し込みの代行は行っていません。ご自身でのお申し込みをお願いしています。英検申し込みの代行は行っていません。ご自身でのお申し込みをお願いしています。英検申し込みの代行は行っていません。ご自身でのお申し込みをお願いしています。    

• 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。 
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◇◇◇◇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 

April Schedule  4April Schedule  4April Schedule  4April Schedule  4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 6 

7 8    9    10 

    

11 

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    

12 

    

13 

    

14 15    16 

    

17 

    

18    19 20 

 

21 22 

 

23 

 

24 

 

25 

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    

26 27 

28 29 

Showa Day 

昭和の日昭和の日昭和の日昭和の日 

Golden Week 

30 

退位の日退位の日退位の日退位の日    

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 

  

    

  

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  

☆ ４月２日（火）より新年度のレッスンが始まります。４月２日（火）より新年度のレッスンが始まります。４月２日（火）より新年度のレッスンが始まります。４月２日（火）より新年度のレッスンが始まります。    

☆ 今月は自由参観日はございません。今月は自由参観日はございません。今月は自由参観日はございません。今月は自由参観日はございません。 

☆ 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。 

☆ ４月２８日（日）から５月６日（月）までゴールデンウィーク４月２８日（日）から５月６日（月）までゴールデンウィーク４月２８日（日）から５月６日（月）までゴールデンウィーク４月２８日（日）から５月６日（月）までゴールデンウィークのお休みです。 

☆ ４月分授業料の引き落としは４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。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円手数料１０８円手数料１０８円手数料１０８円はご負担いた 

   だきますのでご了承ください。 

            今回は前期運営費今回は前期運営費今回は前期運営費今回は前期運営費３，２４０円３，２４０円３，２４０円３，２４０円も併せて引き落としますも併せて引き落としますも併せて引き落としますも併せて引き落とします。また、４月より年中さん、中学、高校に進学され 

   る生徒さんは授業料が変更になっている場合がございますので、ご注意ください。 


