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すでに宮崎は桜が開花し、短い春が訪れました。３月１７日には多くの卒業生と、中学生、高校生の在
校生にお集まりいただき、卒業生パーティを開催いたしました。生徒の皆さんにはおいしい食べ物を持ち
寄っていただき、それを食べながら外国人の先生やお友達と楽しい時間を過ごしました。最後には卒業
する高校３年生に当校での思い出や将来の夢について話していただきました。すでに進学先が決まって
いる生徒さん、結果を待っている生徒さんのとてもしっかりした考えに驚くとと共に、ぜひ生徒の皆さんの
夢や目標がかなうことを願っております。皆さんが手に入れた英語コミュニケーション能力は、きっとその
過程で大きな力となると、心より信じております。将来、皆さんがパンプキンに出会えたことを良かったと
思っていただけたら、それこそが私たちスタッフ一同の喜びであり、幸せです。
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。
パンプキンイングリッシュスクール 校長 進藤有治

パーティの参加者

☆ クラス副担任について
現在、いくつかのクラスで副担任を務めておりました布施順子が休職中のため、中村本校の小学生以
下のすべてのクラスは、進藤有将（ゆうすけ先生）が副担任を担当しております。多くの方から担当者が
誰だかわからないとのご指摘をいただき、大変申し訳ございませんでした。当初、４月より布施が復職す
る予定でしたが、治療が４月以降も続くことになり、もうしばらく復職できません。そのため、当面この体
制で対応いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
☆ パンプキン・ホームステイ
３月１７日（土）に第１回目のホームステイ説明会を実施いたしました。多くの保護者様にお集まり頂き、
今回の催行に自信を深めました。今回は、航空会社の都合により参加者の確定時期が今までより早ま
っております関係で、ご参加希望の方には早めのお知らせとご案内をさせていただいております。次回
の説明会は４月１５日（日）ですが、他の日に説明をお聞きになりたい方には、個別の対応もできます。
このニュースレターと一緒に配布いたしますチラシをご覧いただき、ご興味のある方は進藤または日本
人スタッフにお声掛けください。
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☆ 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
火曜日４：３０ ： 小学校低学年クラス

火曜日５：３０ ： 小学校高学年クラス

水曜日３：３０ ： 年中・年長クラス＊

水曜日４：３０ ： 小学校低学年クラス＊

木曜日３：３０ ： 年少クラス＊

木曜日４：３０ ： 小学校低学年クラス

金曜日３：３０ ： 年少クラス＊

金曜日６：３０ ： 年長・小１クラス＊

土曜日２：００ ： 年少クラス＊

土曜日４：００ ： 小学校高学年クラス

土曜日５：００ ： 年長・小１クラス＊
学園木花台校
火曜日６：３０ ： 小学校高学年クラス

もしくは

木曜日６：３０ ： 小学校高学年

＊印は開講確定（４月第１週スタート）
２０１７年度英検対策クラスを振り返って
２０１７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
６名（内小学生３名）、３級が７名（内小学生２名）、準２級が６名（内小学生１名）、２級が８名、高校１年
生と２年生には１名ずつ準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。
説明会及びレベルチェック
今回も英検対策に参加したいけどお子様のレベルがどのくらいなのかが分からない、子供の状況につ
いて相談したい、また英検対策で具体的にどのような事を行っていくのかを知りたいという保護者様のた
めの説明会、及びレベルチェック（適正クラス判別のための模擬試験）を行いたいと思います。３月２９日
３月２９日
（木）の午前１０時から午後３時
（木） 午前１０時から午後３時までの間で考えています。説明会への参加費は無料ですので、ご希望
午前１０時から午後３時
の時間帯（約一時間程度）を上記の時間内でお選び頂き、パンプキン事務局へお伝え下さい。またご都
合が合わない方については、可能な限り対応させて頂きますので、担当：進藤有将までご相談下さい。
２０１８年度小学生総合クラス
期 間 ： ４月第１週～２０１８年３月末まで
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 ： 木曜日 ５：３０～

金曜日 ５：３０～

土曜日 ３：００～

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ようにします。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。１クラス４人までの少
人数制です。
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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。パンプキ
ン・イングリッシュスクールでは、英検受験を控えた小学生、中学生・高校生の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、２０１8年度第１回英語検定試験(６月
３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
•

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
5級～準1級まで
日程
時間帯

１１０分×５回

１０，８００円 （税込み） （問題集代別途

４月１５日 / ２２日 / ２９日 / ５月１３日 / ２０日
１４：００～１５：５０

１，５００円程度）

(毎週日曜日)

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。

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。
•

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 切 り 取 り

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
全てに丸を付けて下さい。
全て
短期英検対策 時間帯

ご要望記入欄

（

１４：００～１５：５０

１６：００～１７：５０

１８：００～１９：５０

２０：００～２１：５０

）
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April Schedule 4月のレッスンスケジュール
4月のレッスンスケジュール
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

21

OYAKO CLASSES
親子でイングリッシュ

15

16

17

18

19

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
22

23

24

25

26

27

28

OYAKO CLASSES
親子でイングリッシュ

29

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
Gakuen-kibanadai School

30

Showa Day

〒889-2153

昭和の日

宮崎市学園木花台南3-24-11

Golden Week

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

3-24-11, Gakuen-kibanadai minami
Miyazaki-shi, Miyazaki
〒889-2153
Phone/Fax 0985-58-3434

☆ ４月３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。
☆ 今月の親子でイングリッシュは１２日（木）、２６日（木）午後２時３０分からです。
☆ ４月２９日（日）から５月７日（月）までゴールデンウィークのお休みです。
４月２９日（日）から５月７日（月）までゴールデンウィーク
☆ ４月分授業料の引き落としは４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
手数料１０８円はご負担いた
手数料１０８円
だきますのでご了承ください。
今回は前期運営費３，２４０円
今回は前期運営費３，２４０円も併せて引き落とします
３，２４０円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
も併せて引き落とします
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。

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

◇

