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Maple Eikaiwa                      Hey everyone! 

The school year is off to a great start. Everyone is 
working very hard and I can already see 
improvement in your English. The days are getting 
longer and hotter which means summer is on its 
way! I love the spring and summer because of the 
nice warm rain, the sweet smelling flowers and it 
gives me an excuse to drink a lot of iced tea. It also 
reminds me of when I lived in America, spending 
time with my friends and family and having big 
barbecues with them.
 Going back to the school, I’d like to see students 
trying a little harder on their homework. Remember 
to write neatly and more importantly don't forget to 
do it! The homework is very good practice and will 
help you a lot. For adults, remember your 
conversation skills such as making eye contact, 
asking questions and interrupting.
 The Maple Store will be opening soon and I can't 
wait to see what everyone will buy. I look forward 
to your questions everyday and it makes me very 
happy when students try to ask questions from their 
book or interesting questions they thought of at 
home. Keep asking questions and do your best this 
summer! Take care everyone and see you in class.
 こんにちは。いよいよ今年度も始まりましたね。みなさ

んは良く努力していますので英語がとても上達していま

すよ。日も伸びて暖かくなってきて夏が近づいてきまし

た。私は春と夏が大好きです。暖かな雨が降り花々が甘

く香ると、冷たい紅茶がとてもおいしく飲めるようにな

るからです。アメリカにいた時に家族や友人達と楽しく

バーベキューをした事をなつかしく思い出すのもこの季

節です。

 さて、メープル英会話に話を戻しましょう。Kidsの皆

さんには宿題をもっともっと頑張ってもらいたいなと思

っています。常にきちんと書くように心がけて下さい。

そしてもっと大切な事は忘れずに宿題をやると言う事で

す。宿題はとても良い練習になり、学ぶ上での大きな手

助けとなるのです。Adults の皆さんは、会話をする時

の工夫を忘れないようにしてください。相手の目を見て

話をしたり、会話の途中どんどん質問をしたり、他の人

が話している時にいろいろ突っ込みを入れたりすると会

話が広がりますね。

 メープルストアがもうすぐオープンします。皆さんが

何を買いに来るのかなとわくわくしています。毎日、皆

さんがいろいろ質問してくれるのがとても楽しみです。

テキストから選んだり、お家でおもしろい質問を考えて

来てくれる時はとてもうれしくなります。今年の夏は頑

張ってどんどん質問してください！ではまたメープルで

お会いしましょう。

 The other day, I got a T-shirt from a friend 
that said, “ I stayed Tokyo, March, 2011”.  Of 
course, it means I didn’t leave Japan after the 
disasters on March 11 like so many foreign 
residents did. 
 Through all the trauma and anxiety since, I’m 
glad you also decided to stay with us here at 
Maple.
 To those who joined since the new term 
began, “ Welcome,” I hope you learn lots and 
have fun.
 As of this writing, I know it’s strange to write 
about events that haven’t happened yet, but I’d 
like to say the opening of the Maple Store for 
kids and our karaoke night for adults in June 
were successful.
 To the adult class members: I’d like to spend 
an hour at least twice every month playing one 
of the English board games we have with you. 
It’ll be free and space will be limited, so please 
sign up if you’re interested. Have a safe and 
happy summer break.
 先日、柏市に住むスイス人の友達がちょっと変わ

ったTシャツをくれました、全面に英語で

　 “ I stayed Tokyo, March, 2011”

と言う布告分が印刷されました。意味はもちろん

東日本大震災の直後の時期に多くの在留外国人の

ように私は日本から逃げなかった。

トラウマと不安の間じゅう MAPLE で続けて、本

当にありがとうございました。四月から入った方

に｢いらっしゃい!｣ 楽しみながら、たくさん習い

ましょう。

今現在まだ行われていないイベントを過去の話に

するのは変ですけど、６月の小学生のためのメー

プルストアの開店と大人のためのカラオケナイト

が大成功でした。

大人のクラスの皆さん、無料で MAPLE にある

英語のボードゲームを一緒にやりませんか。一時

間のゲームプレーで少なくとも月２回をやりたい

んです。

気を付けて、楽しい夏休みを過ごして下さい。

      (日本語文もバイロンが書きました。)



Do you like Summer?
Adventure English!

Summer camps 2011
どんどん参加してね！

Kinder  10:00 〜 2:00

　　7月 21日(木) フィンガーペインティングをしよう！

　　　　　　　　　ハンバーガーのランチ おいしそう！

　　      25日(月) アップルパイを作ろう！

　　　　　　　　　ランチはピザトーストを作るよ！

　 　　 26日(火) サンキャッチャーをつくろう！

　　　　　　　　　おこのみやきもじょうずに作れるかな？

　　　　28日(木) デコレーションケーキを作ろう！

　　　　　　　　　焼きそばもじょうずに作れるかな？

　　　　30日(土) Eco Camp - 身の回りの材料で工作しよう！

　　　　　　　　　ランチはあまくておいしいクレープ。

Kids    10:00 〜 4:00

　　　 ７月22日(金) スケートに行こう！

　　　　 　 * 集合、解散は六実駅です。

　　　　　　* 今年はお弁当持参でお願いします。

　　　　 　 * 交通費、指導料として別途￥1,000 必要となります。

　　　　　23日(土) バードハウスを作ろう！

　　　　　　　　　 　ピザトーストのランチも作るよ！ 

　 　　 　27日(水) 携帯ストラップを作ろう！

　　　　　　　　　 　ランチはお好み焼き！     

                   29日(金) ありのみコースで BBQ しよう！

　　　　        * 集合、解散は六実駅です。

　　　　 　 * 交通費、 BBQ 代として 別途￥1,500 必要です。

詳しいスケジュールや料金は、

別途配布いたしますお手紙をご覧下さい。

　�  7月 21日(木) 〜 7月 30日(土) 
キンダー&キッズキャンプ週間です。

皆さんの参加をお待ちしています。

�  7月 31日(日)〜 8月17日(水)  

夏休み休校 及び

　大人のクラスの 特別授業週間の為

　皆さんは授業がお休みになります。

参観日のお知らせ
Kinder, Kids クラス

　7月14日(木)〜

　　　7月20日(水)

授業の様子を是非ご覧下さい。

 * 参観日の週と、その前の１週間は 

振替ができませんのでご了承

ください。

Sunflowers, Rhythmic, 
       Kinder, Kids, Teens の皆様へ � 7月 21日(木) 〜 7月 30日(土)

キンダー&キッズキャンプ週間です。

大人のクラスは授業がありません。

� 7月 31日(日)〜 8月10日(水) 

メープル英会話は 夏休み休校 となります。

� 8月11日(木)〜 8月17日(水) 

大人のクラスは 特別授業週間 となります。

詳しいスケジュールにつきましては

別途お知らせいたします。

☆ ８月分の授業料 は誠に勝手ながら 7月 20日(水)までに納入をお願いします。

 　　　　　　　　　郵便局引き落としは通常通り7/25(月)です。

Adults のクラスの皆様

        Adults クラスの皆様　

Adults Summer Festival
 with Nanette & Byron

8月11日〜17日は通常の授業は行わず

特別イベントを実施いたします。

 8月12日(金)14:00〜16:00

 　   13日(土)12:00〜14:00

　　15日(月)12:00〜14:00

　　17日(水)12:00〜14:00

いつもとはひと味違うユニークな内容

を計画しています。お茶とスナックを

用意してお待ちしております。

Have fun!!!
Brush up you English!!!

詳しくは別途お渡しする

お手紙をご覧ください。

Let’s KARAOKE!!!
  JUNE 25 (SAT) 7:00
　　シダックス松戸五香クラブ

　　　Join us!!!

Tots Camp は
ただいま計画中！

　　もうちょっと

　　　待ってね ♬



Maple News; What’s going on at Maple

   

�

  �  お家でもいっぱい質問しましょう！ �
                                                                                               

  1. How are you?
  2. How old are you?
  3. Where do you live?
  4. What’s your favorite color?
  5. When is your birthday?
  6. What day is today?
  7. Where is Nanette? 
  8. Do you like dogs?
  9. Do you ever ride your bicycle to Maple?
10. Is this your pencil?

　　　�  新学期が始まって２ヶ月が過ぎました。�
Kids(小学生)クラスの授業の前後、子供達は元気いっぱいに

先生達を質問攻めにし、またその反対に先生達からも子供達に

たくさん英語で質問をして英語で答えさせています。

現在メープルKidsは約 130名ですから、それはもうにぎやかです。

�  子供達は手にスタンプカードを握りしめています。 �
一日３つ先生に質問するとスタンプを３つ押してもらえます。

スタンプカードがいっぱいになると５メープルドル１枚と

交換できます。いっぱい質問すると、メープルドルを

どんどん集める事ができますよ！

　　　　�  メープルストア　開店！ �
メープルドルを持って、さぁ、お買い物に来て下さい。

キャンディやグミ、ぬいぐるみにおもちゃ……

メープルドルでいろいろな物が買えますよ。

いっぱい質問をして、メープルドルをどんどん集めましょう！ 

(メープルストア開店は不定期です。その都度お知らせします。)
　�  答えもしっかりできるかな？ �

  1. I’m super happy.
  2. I’m 8 (years old).
  3. I live in Rokkodai.
  4. I like light blue.
  5. My birthday is August 18(th).
  6. It’s Friday.
  7. She is on the chair. 
  8. Yes I do. I love dogs.
  9. No I don’t. I always walk to Maple.
10. Yes it is. It’s mine.

 Thank you for staying in Japan
As many of you may already know, I work at a university for Maple and upon starting the new school year in April, only a 
couple of short weeks after the devastating disaster in Japan, one of my students looked at me and said “Thank you for staying 
in Japan”. I was both surprised and happy by what he said to me. I was surprised because my first thoughts were “Of course I 
stayed in Japan. Japan is my home, the staff at Maple is like my family and my students depend on me. I just can’t pick up 
and leave just like that.” Then I thought how nice it was to hear those words. Those words made me feel more welcome in 
Japan than I have ever felt before. They also made me feel very very appreciated. 
So I would like to take this opportunity to say thank you to my fantastic secretaries for caring so much about Maple and for 
showing so much strength and support. 
I’d like to thank the wonderful teachers and helpers for fighting through everything to provide quality lessons under such 
pressure and during such a stressful time. 
And last but not least, I would like to thank all the Maple students for believing in us, trusting us and sticking with us.

“We are a family and Japan is our home.”
Gambarimashyo!!!!!

With love and great respect,
Nanette Park
Owner of Maple Eikaiwa 

皆さんご存知かと思いますが、私はメープルの他に大学でも教えています。４月には新学期が始まりましたが、壊滅的な被害

をもたらした大震災からほんの 2,3週間が過ぎた頃、教え子の一人が私の姿を見かけて｢日本に残って下さってありがとうござ

います｣と言ってくれたのです。それを聞いて、驚くと同時に大変嬉しくなりました。私は最初から｢もちろん私は日本にずっ

といます。今や日本は私の国であり、メープルのスタッフは家族同然であり、生徒の皆さんに対して大きな責任があります。

軽い気持ちで日本にいて嫌になったら帰ってしまうなんてことはできません。｣と思っていたので大変驚いたのです。ですか

ら教え子からそんな言葉をかけてもらった事は本当に嬉しく、以前にも増して日本の皆さんに暖かく受け入れていただけてい

ることを強く感じました。感謝の気持ちでいっぱいです。

この場を借りて、いつもメープルに尽力し強く私を支えてくれている事務スタッフに感謝の気持ちを伝えたいと思います。ま

た、質の高い授業を作り上げる為に努力を惜しまない素晴らしい先生方やアシスタントの方々にも心から感謝いたします。

最後になりましたが、一番感謝の意を表したいのはメープルの生徒の皆さんです。私達を信じ、ついて来て下さり、常日頃か

ら協力して下さる皆さんに心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。

｢私達は一つの家族であり、日本は私達のふるさとです。｣

頑張りましょう!!!!!



       Did you know that you can often tell who is talking just by the greeting they use? 
      Can you match the dialogue to the people? Write the number of the dialogue in the correct blank.
　　　下のダイアログを読んでどんな人がよく使うあいさつかわかりますか？

　　　　　どのダイアログがどういう人たちの会話なのか、合わせてみましょう。

     2 cowboys talking ＿＿, 2 young men talking ＿＿, 2 Aussies talking ＿＿, 2 seniors talking ＿＿, 

     2 British people talking ＿＿

One Point Lesson

                                                                       Kinder Corner
Sorry kids this is for kinders only this time.  今回は幼稚園生のみ。小学生はメープルストアーで買い物してね。

できたら持ってきてね！賞品がもらえるよ！

Dialogue 1
A: Yo dawg, sup?
B: Chillin, man. Sup?
A: Hangin’.

(Meaning)
A: Hi friend, what’s up (what are you doing)?
B: Just taking it easy. What are you doing?
A: Hanging in there.

Dialogue 2
A: Howdy. How ya’ll  doin’?
B: Fine as frog’s hair, ya’ll?
A: Ridin' high.

(Meaning)
A: Hello, how are you all (you) doing?
B: Really great. How about you?
A: Very Happy.

Dialogue 3
A: G’day, how ya goin’.
B: Flat out like a lizard on a log. You?
A: Couldn’t be better.

(Meaning)
A: Hello, how are you?
B: Very busy. How about you?
A: I am great.

Dialogue 4
A: Hey John, how are you?
B: I’ve been better. My hands sure don’t work 
     like they use to. How are you?
A: My hip is really giving a some trouble.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Dialogue 5
A: Ay up, how’s your mam? 
B: Ay up, she's a gem, that girl is. How's tha gooin?
A: Me duck.

(Meaning)
A: Hello. How is your mum?
B: Hi, she’s great. How are you going?
A: Fine.
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