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Hello All,
Christmas is just around the corner 
and I spoke to Santa last week and he said he is 
very busy preparing presents for Maple Eikaiwa. 
Every year I ask him to deliver presents to the kids 
at Maple early because we are closed on Christmas 
day. Again this year, he said he will but he will 
only bring presents for those children who are well 
behaved, eat all their food, help their mothers at 
home and do all their homework. He said he has 
been keeping a list of all the children here at Maple 
and he knows who has been good and who has 
been naughty. Well, I guess, we’ll soon find out 
soon by who gets a present. I hope you all find a 
present under Maple’s Christmas tree. 

みなさん、こんにちは。

クリスマスがすぐそこまで来ています。私は先週サンタ

さんとお話をしましたよ。

サンタさんはメープル英会話のみんなのプレゼントの準

備で大忙しなんですって！私は毎年メープルの子供達に

は早くプレゼントを持って来てくれるようお願いしてい

ます。だってクリスマス当日はメープルはもう冬休みに

なっていますから。今年もサンタさんは早く持って来て

くれるそうですよ。ただし、良い子にしていて、何でも

食べて、お母さんのお手伝いをして、宿題をちゃんとや

る子にだけね、ですって。サンタさんはメープルの子供

達のリストを持っていて誰が良い子で誰が悪い子か全部

わかってるみたいですよ。プレゼントをもらえたら良い

子ってことですね。メープルのみんなにサンタさんから

のプレゼントが届きますように。

Hello, everyone. How are things? Fine, I hope.
Well, our big autumn event, the children’s 
Halloween Party, was a lot of fun, thanks to our incredible 
staff and student volunteers for all their hard work and to 
Mother Nature for bringing nice, dry weather.
Overall, I’m happy with the progress of the question-card 
program. Some children, especially in the Phonics classes, 
have been asking very imaginative questions, At the same 
time, though, questions like “What’s your favorite color?” 
are being asked by kids above the Phonics level.
Kids, if you’re using a “Let’s Go” or “Talk A Lot” 
textbook, try to ask questions using English that you’re 
learning. That’s good practice.
The shopkeepers at the Maple Store believe the customer is 
king, so look for new merchandise on the shelves soon.
For all the adult classes, I hope to see you at the Christmas 
party next month.

皆さん、こんにちは。お元気ですか。さて、素晴らしいスタッフ

と教え子のボランティアの努力のおかげと晴天を持ってくれた 

自然の摂理のおかげでハロウィーンパーティーは楽しかった。 

大体は　子供クラスの質問カード・プログラムがうまく進行して

いると思って、嬉しいです。かなり考えさせる質問を聞いてくる

子がいますし特にフォニックス・レベルの子からです。しかし、

フォニックスの上レベルの子から"What's your favorite 

color?"をまだ聞いています。"Let's Go"か "Talk A Lot"を使っ

ている 皆さん、教科書に書いてある質問を聞いてみて下さい。

それでいい練習になります。 

メープル・ストアの店長さんが「お客様は神様だ」と信じていま

すので、もうすぐ、メープル・ストアに新しい品物が入ってくる

から、ご期待下さい。 

大人のクラスの皆さんには来月、クリスマスパーティーでお会い

しましょう。(日本語もバイロンが書きました.)

Hello everyone! I am very impressed with the way everyone has been studying and working hard to improve their English. 
The Maple Halloween party just ended and I hope everyone had a great time this year. November 22nd will be my first one year 
anniversary as a teacher at Maple and looking back at all the memories we have shared makes me very proud to be here and I 
look forward to many more years to come.
Our winter vacation is coming up soon. What plans does everybody have? My family will probably be staying home for 
Christmas. So let's work really hard on our English before we go on vacation in December. For adults, keep reviewing notes at 
home and avoid making speeches during class discussions. For our younger students, continue to use English in the classroom, 
and try not to use any Japanese. Remember, just ask "How do you say ____ in English?" so that you can become closer to a 
fluent speaker. Let's do our best and have fun for the rest of this year and the next.

皆さん、こんにちは！　いつも皆さんが英語上達のために一生懸命努力している姿には頭が下がります。メープルのハローウィ

ーンパーティーが終わったところですが、今年も楽しんでいただけたでしょうか？11月 22日で私がメープル英会話で教え始め

てちょうど 1年になります。振り返ってみると皆さんと一緒に楽しんだいろいろな思い出が浮かんで、メープルの仲間に加われ

た事を本当に嬉しく思います。これから先も、もっと楽しいことがあるといいなと思います。

もうすぐ冬休みですね。皆さんはどんな計画をたてていらっしゃるでしょうか？私は家族と一緒に家でクリスマスを迎える予定

です。冬休みが来る前に英語の勉強をたくさんしておきましょう。大人の生徒さん、家での復習が大切です。授業中に発言する

時には演説のように話すのではなく自分の言葉で自然に会話ができるようになると良いですね。中学生、小学生．幼稚園の生徒

さんは授業中なるべく英語を使うようにし、日本語は使わないようにしましょう。"How do you say ____ in English?" 
「英語で　　はなんと言うの?」と気軽に聞いてみましょう。英語の達人に近づけますよ。今年もあとわずか。残り少ない今年

も、もうすぐやってくる来年も、ベストを尽くし、そして楽しみながら学んで行きましょう。



 Santa is coming to Maple!!!
Tots Party!
　クリスマスの歌をうたったり

　　　　　お菓子を食べたり

　　　クリスマスリースも作りましょう♬

           Kinder & Kids Party!
　　　　　　クラス毎にお菓子の家を

作ります♬

Teens Party!
 ティーンズクラスにだって

サンタクロースはちゃんと

　プレゼントを持って来てくれますよ♬

　　12月 22日(木)
　　17：00 〜 19：00

                 Let’s Eat, Drink & 
Chat!

　　Have Fun!!!

詳細は別途お知らせします。

11月２7日(日)

11：00 〜 15：00

手作りのおいしいものがいっぱい！

誰でも楽しめるクラフトコーナーも！
 (数に限りがありますのでお早めに!)

　

   　当日皆様からいただいた売上金は ARK
Women for Women 

上記２団体に 寄付させていただきます。

児童英検のご案内

日時：2012年 2月 5日(日)

　　

　　  ブロンズ　　15：30〜16：00

シルバー　　16：30〜17：05　　　　　

ゴールド　　16：30〜17：15　　
　　　

Kids 3以上の方が対象ですが、 Kids1,2 の
生徒さんでもご希望であれば受検できます。　

特に高学年の方はぜひ挑戦してください。

　　　締め切りは 12/19(月)です。 

冬休みのお知らせ

Dec.23 (Fri) ~ Jan.8 (Sun)
   * 12 月 22 日(木)は Adults Christmas Party の為
　　　　　　通常の授業はありません。

   * 1 月 9 日(月)は祝日ですが、新学期が始まります。

　　　　　　通常通り授業があります。

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Kids
   Kids 1 (低学年)平均 84.4/100点　最高は 100点！

      Kids 1 (高学年)平均 91.2/100点　最高は 100点！

      Kids 2 (低学年)平均 51.6/60点    最高は 59点！

      Kids 2 (高学年)平均 56.1/60点    最高は 58点！

      Kids 3 (低学年)平均 74.2/100点　最高 90.5点！

      Kids 3 (高学年)平均 84/100点　最高 98点！

      Kids 4 平均 82.6/100点　最高 100点！

      Kids 5 平均 74.1/100点　最高 93.5点！

      Kids 6 平均 93.8/100点　最高 100点！

Kinder
     Kinder 3 平均 96.4/100 点　最高 100 点！

Good Job!

           Kinder & Kids クラスの皆さん
3

お菓子の家を作る時に牛乳パックを使います。 

　　　　　　　12 月 5 日(月)までに

　　　　各自 1個牛乳パック(1L または 500ml )を
　　　　　　　　持って来てください。

小学生新規入会受付について

小学生新規入会につきましては、年度途中からの就学が困難な

為、現在は受付を中止しております。

年明け 1 月より受付を再開し、2 月以降体験授業にご参加の上、

新年度よりご入会いただけるよう計画、準備しております。

皆様のご家族ご友人の方で入会をお考えの方がいらっしゃいま

したら是非ご相談ください。

尚、Adults,Teens,Kinder,Tots クラスは随時受付しております。

ホットドックや

チョコバナナも

　　あるよ♬



Maple News; What’s going on at Maple

   

誠に勝手ながら 2012 年 1 月分 の授業料は 12 月 21 日(水) までに納入頂きますようお願いいたします。

今年も無事に過ぎようとしています。
東日本大震災が起きた当時は、春のキャンプや桜祭りもすべて中止され、停電や余震の不安の中、ランプを用意したり

避難訓練をしながらの日々で、授業そのものも無事に行う事ができるのか不安の毎日でした。

　　　　その心配をよそに、おかげさまで 夏のキャンプ には延べ 100名もの Kids 達に参加していただき連日大賑わい！

 Kids の新イベント、メープルストアもオープン！

子供達が一生懸命に英語で質問しメープルドルでお買い物を楽しむ姿はとっても微笑ましいものです。

      Adults Summer Festival も大好評で延べ 50名の大人の生徒さんがクラスの枠を超え楽しいひと時を過ごされました。

メープル英会話の最大イベント ハロウィンパーティー は約 200名と言う過去最高の参加人数！

いつも以上の楽しい年になりました！！！

                       

                            ご感想は？

☆ドキドキの楽しいひと時でした♬

☆ 普段お会いできない方と一緒に

 活動でき、良い刺激となりました!
☆ 新鮮な時間でした!
☆ 他のクラスの人と楽しく交流できま した♬

☆ 久々に Nanette に会えました♬

☆ Nanette の留学の話はとても有意義でした!
☆ Byron のお話は興味深かったです!
☆ 億万長者ゲーム盛り上がりました♬

☆  先生方のご配慮に感謝します!
☆  振替にちょうどよかったです!
☆  タコスおいしかったです♬。

☆ 来年も是非是非参加したいです♬　　　　Kinder Party

                    Kids’ Party

           Skating

        Kids’ Camp          Kinder Camp

                Helpers

   Let’s go skating!

  Summer fun!!!



One Point Lesson
                                                      

                                                

                    

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうひんがもらえるよ。(１人１回)

Tongue Twisters 
A Tongue twister is a phrase or group of words that is made to be difficult to 
say properly and is meant for practicing pronunciation and to gain fluency. Tongue twisters are 
neither grammatically correct nor meaningful. They are just fun to say and a good way to practice 
English. 

早口言葉と言うのは、正確に発音するのが難しい単語を文章にしたり慣用句のようにしたりして、発音の練習を

し、すらすらと言えるようにするためのものです。早口言葉は文法的には間違っていたり意味がなかったりしま

す。ただ単に言うことを楽しむものですが、英語の練習にはとても良い方法です。
Try saying each tongue twister slowly first then faster and faster. Say each one smoothly and 
clearly. This is a great way to practice fluency and pronunciation on your own. 

早口言葉を最初はゆっくり言ってみてください。そしてだんだん早く言ってみましょう。ひとつひとつの言葉を

すらすらとはっきり言ってみましょう。とても良い発音の練習になりますよ。
Practice these tongue twisters and if you can say each tongue twister smoothly and fluently to 
your teacher you will receive a special present. The deadline is December 10th. 

次の早口言葉を練習してみてください。先生の前ですらすら言えたら先生から特別なプレゼントがもらえます。

締め切りは 12月 10日です。どうぞお早めに！

1.) Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

2.) She sells seashells by the seashore.

3.) How much wood would a woodchuck chuck If a woodchuck could chuck wood?

4.) Rubber baby buggy bumpers.

5.) Fuzzy Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, Was he?

KinderKids

↑
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