
Maple Newsletter
                           

    

No.27 June 
2013
Maple Eikaiwa

1. I  was a very very shy little girl. When I went to a restaurant with my family I couldn’t even order my own food in a restaurant. 
Later on in school my body and voice would shake very badly when I had to do any kind of public speaking (I would be absent from 
school on those days.)
    小さい時はと〜っても恥ずかしがり屋でした。家族とレストランに行っても自分の食べたい物も言えないほどでした。学校でも     

人前で話さなくてはいけないとき私の体と声は震えていました。（学校を休むこともあったんですよ。）

2. I came to Japan because my stepfather is Japanese. My stepfather and Japanese grandmother really sparked my interest in Japan
      and traveling. 私が日本に来たのは私の継父が日本人だったからです。父と日本人の祖母は私の日本への興味、そして日本へ旅

  する事に大いに影響を与えてくれました。

I like almost everything about Japan except the trains during commuter hour and being stuck in traffic while I am driving.
日本に関してほとんどの事が好きですが、通勤列車の混雑や運転中の交通渋滞だけは嫌ですね.

創立 10 周年記念の年も終わり、新年度が始まりました。

今年度は先生方への質問特集を組んでみようと思います。

皆さんも聞いてみたい事があったら教えてくださいね。

               さて、今回の質問は？？

1. Please tell us about your childhood days. 子供時代の話をしてください。

2. Why did you come to Japan?  What do you like about Japan?  What surprised you about Japan?
    なぜ日本に来たのですか？日本の好きなところは？日本に来て驚いた事は？

1. I was quite small when I was a child.  When I graduated from elementary school (my school was from grade 1 to 8), I was 142 
centimeters tall and weighed 39 kilograms.  I don’t think I was a crybaby or a weakling, but I do remember being so nervous and 
scared on the first day of elementary school that I threw up. We played a lot outside in those days. I loved (American) football and 
baseball and wanted to be a professional player when I grew up, but that was just a childhood fantasy.
子供の頃、私は本当に小さい子でした。小学校を卒業するとき（私の学校は８年生までありましたが）身長は 142センチ、体重は 39

キロしかありませんでした。泣き虫ではありませんでしたがとても繊細でおどおどした子だったので初めて小学校に通う日は吐いて

しまったぐらいです。当時は外でたくさん遊びました。私はアメリカンフットボールと野球が大好きだったので大きくなったらプロ

の選手になりたかったのですが、子供の頃の夢で終わってしまいました。

2. Actually, this is my fourth time to Japan.  I first came in 1977 for cold-weather training when I was in the U.S. Marine Corps.  I 
had been interested in Japan since my early years in elementary school, so seeing and hearing the real Japan for the first time was 
extremely exciting.  I like many things about Japan, a couple of which are the feeling of being safe and the mild weather that lets me 
play tennis outdoors all year round.  One thing that surprised me when I first began living in Japan was the number of elderly 
people who rode bicycles.
実のところ、私は今回で４度目の来日です。私が海軍にいた時の 1977 年の寒冷訓練で初めて日本に来ました。私は小学校の頃から

日本に興味があったので、初めての日本で実際に見るもの聞くものがすべて素晴らしく興奮したのを覚えています。日本の好きなと

ころはたくさんありますが、中でも安全であることと 1 年中テニスができる温暖な気候が大好きです。私が日本に住み始めたときに

驚いた事はたくさんの年配の方が自転車に乗っていたことでした。

1. When I was a child I really wanted to go to England. I loved castles, knights and swords and wanted to see it all in person. I also 
wanted to be a scientist so I could do research and create new things. I haven't done either of these things yet, but maybe someday I 
will take a trip to England.
私は 子供のときお城や騎士や剣が大好きで自分の目で見たかったので イギリスに行きたくて仕方がありませんでした。また、新し

い事を調べたり作ったりできる科学者にもなりたいと思っていました。まだどちらも実現していませんがいつか必ずイギリスには行

くつもりです。

2. I came to Japan for vacation to see if I liked the country because I considered to become an English teacher. I moved here sooner 
than I thought I would because I met my wife ^_^ which was a very big surprise!
私は英語の先生になろうと思っていたので下見のつもりで日本に旅行に来ました。しかし、思ったより早く日本に来る事になりまし

た。なぜかって？なんと、素敵な女性に出会ってしまったからなんです。そう、私の妻です！  ^_^

Question



We love Summer !!!

Kinder, Kids クラスの参観日です。

   7 月 16 日(火) 〜 7 月 22 日(月)

皆様のご来校をお待ちしております。

* 参観週とその前週は振替を取る事が

   できません。ご了承下さい。

Adults Special Summer Classes (大人のクラスの特別授業)
                         with  Nanette 

       Aug.12(Mon)  14:00 ~ 15:30
               14(Wed)  12:30 ~ 14:00
               16(Fri)     14:00 ~ 15:30
               17(Sat)     12:30 ~ 14:00

* For all these classes we’ll focus on phonics (pronunciation)
    through various fun and interesting activities.



    Kinder       10：00〜14：00


７月２３日（火）クッキング！カレーライスと Apple Turnovers !
７月２５日（木）Pinwheel を作ろう！おべんとうをつくって公園でピクニック！

７月２９日（月）クッキング！クッキーとお好み焼き！   

７月３０日 (火) フィンガーペインティングに挑戦！ランチはハンバーガー！

    Kids    10：00〜16：00

    ７月２４日（水）クッキング！カレーライスと Apple Turnovers !
    ７月２６日（金）スケートに行こう！

    ７月２７日（土）Coin purse を作ろう！お好み焼き作ってみんなで食べよう！

    ７月３１日（水）Robot Bank を作るよ！ランチはハンバーガー！

       ♬  詳しくはお手紙をご覧の上お早めにお申し込みください  ♬

Kinder 1,  Sunflower クラスの生徒さんへ

レッスンでも使う英語の歌がたくさん入った

  “Let’s Sing Together!” CD 
ご希望の方は当校にて購入できます。

    受付迄ご相談ください。

Mid term test (中間テスト)
Kinder 3、及び Kids 1 〜 Kids 6 のクラスでは中間テストを行います。4月からの内容をきちんと理解しているか

を見るためのテストです。夏休み中、まったく英語に触れないでいるとせっかく覚えた事もすべて簡単に忘れて

しまいます。少しずつで良いので毎日本を読んだり CDを聞いたりして英語に触れるようにしてみましょう。

2 学期分授業料納入のお願い

学期払いの方は 7 月 10 日(水)までに納入してください。

郵便局引落しご利用の方は 7 月 10 日(水)が引落し日となりま

Teens special Summer Classes (Teens クラス夏の特別授業)
                     with  Nanette 

                                Aug.14(Wed)  18:30 ~ 19:30
                                      15(Thus) 18:30 ~ 19:30
                                      16(Fri)     18:30 ~ 19:30

  詳しくは別途お渡しするお手紙を見て下さい。

               

Have fun
     with 

some tea ♬

お知らせ

Tots    
   7 月 23 日(火) 〜 8 月 18日(日)夏休み

Kinder,Kids
 7 月 23 日(火) 〜 7 月 31日(水)キャンプ週間

 8 月 1 日(木) 〜 8 月 18 日(日)夏休み

Teens
 7 月 23 日(火) 〜 8 月 13日(火)夏休み   

8 月 14 日(水) 〜 8 月 16日(金)特別授業日

Adults
7 月 23 日(火) 〜 8 月 11日(日)夏休み

8 月 12 日(月) 〜 8 月 17日(土)特別授業週間

* 8 月 1日(木) 〜 8 月 11日(日)は休校です。



まさに

「継続は力」

    なのです!

Maple News; What’s going on at Maple

   

小学生の習い事ベスト３には必ず英語が入っています。国際化社会において

英語を身につける事は最終目的ではなく、将来自分の好きな事をする為の

第一歩と言えるからでしょうか。

英語教育の開始時期は年々早まり、メープル英会話でも新入会員の約 65％が

満 1 歳から 5 歳のお子さんです。またその一方で、小学校での英語教育が始

まった為か、小学校高学年の方の入会も大変増えています。

早期英語教育の是非には様々な意見がありますが、大切な事は興味を持った

時に始め、その興味を持続させ、きちんと段階を踏んだ指導方法の下、英語

を確実に身につけて行く事なのです。

きれいな発音

確かな文法

自然な会話

メープル英会話でも最終的に

は確かな文法を踏まえてきれ

いな発音で自然な会話ができ

るよう、各年齢に応じて英語

教育を進めています。少しご

紹介いたしましょう。

Rhythmic class(満 1歳〜3歳児)

まだ日本語も話せないのに英語は必要？
言葉を覚え始めるこの時期の吸収力はすごいです。

大好きなママがレッスンを楽しんでいるとなおの事、一緒にな

ってからだいっぱい楽しみます。子供達は先生の目、口をじっ

と見てまねようとし、音楽やリズムで自然に英語をおぼえてい

きます。

この体験こそが英語の大切な第一歩となります。

Sunflowers class(満 2 歳〜3歳児)

ママと離れて 2 時間、大丈夫？
このクラスでは Rhythmicクラス同様に、外国人の先

生と五感を使って英語に親しみます。保護者の方と

離れるのは最初戸惑う事もありますが、 外国人の先

生の他にリーダーの先生、アシスタントの先生も入

るので大丈夫。英語のみならず生活のマナーも身に

つける事ができます。

安心してお子様をお預けいただけます。

Kids class(小学生)

小学生から始めるのと Tots, Kinder クラスから始めるの、どちらがいいの？
Kids 1,2 のクラスでは Phonics(音声学)を使って英語の基礎を学びます。 Phonics のスタートラインは

全員一緒です。ただ、 Tots, Kinder から始めた子供達はもうすでに耳ができていますし、語彙力が大

きいので、小学生になって初めて英語に接する子供達は驚く事も多いかも知れません。でも大丈夫。

努力次第ですぐにみんなに追いつく事ができます。特に小学校高学年から始めた子供達は英語への好

奇心が強く、集中力も英語の学習能力も高く、進度が早いようです。

Phonics をきちんと身につけた上で文法を学びますので、Kids 1 のクラスでも簡単な本は読めるように

なります。    小学校卒業時にはほぼ全員が児童英検 Gold を取得するに至ります。

Teens class(中高生)

中学校では英語が始まるからメープル英会話より学習塾の方が良いのでは？
今迄の積み重ねで、中学へ行っても英語は得意科目になっています。生徒達はすでに発音も文法

も修得していますからこの段階で更に会話力やリスニング能力を強化して行くことになります。

もちろん正しい文法を使って、生きた英会話ができるように指導しています。今だけの勉強では

なく、将来の進路を見据えての英語学習です。受験の面接に備え、敢えて中３から入会する方も

あるほどです。

中学入学の際にメープル英会話を去る生徒さんは本当にもったいない！

Adults class(大学生以上)

学生時代にやったきり。これからでも勉強できるかしら？
大人の生徒さんが英語を勉強する目的は様々です。

仕事に必要！旅行に行きたい！好きな映画を字幕無しで！

英語に接したいと思った時が始め時。メープル英会話では年齢が高く

なるほど熱心さが増して行くようです。

英語は生涯学習です！

Kinder class(幼稚園児 年少〜年長)

まだ字も書けないし、落ち着きもないし、英語を学ぶ事なんてできるのかしら？
Kinder クラスは歌ったり踊ったりして楽しんでいるだけだと思っていませんか？

授業中の会話は基本的にすべて英語です。子供達は目、耳、そしてからだ全体を使って集中し英語

を楽しんでいます。ゲームも工作も英語です。子供達は知らないうちに日常よく使う単語や簡単な

文法を理解して質問したり答えたりしているのです。ですからクラスの中で使う言葉の数は保護者

の方の想像以上に多く、かなりの語彙を身につけています。しかも正しいきれいな発音です。

Kinder で学んだことは小学生のクラスで Phonics を始める上で大きく役立ちます。

Kiku-
Ranger

Bumpo-
Ranger

Shabe-
Ranger

Kaku-
Ranger

Hi!
I’m Pat.



One Point Lesson
Borrowed English
Did you know that a lot of the English words used in Japanese don’t mean what they really 
mean in English. For example, if you look up try, which means attempt, in your Japanese 
dictionary you will find the definition challenge, which means dare. As you can see the 
meanings are different. Here are some more words that you may think have the same 
meaning in Japanese but don’t. Can you find the correct meanings for the words written in 
katakana? Get all 10 right and win a prize!
みなさんは本当の英語とは全く違う意味で日本語として使われている言葉がたくさんあるのを知っていますか？たとえば、try という単語

を

調べてみると、英語では試みるという意味ですが、国語辞典で「トライ」を引くと「挑戦する」という意味が載っています。英語で言うな

らば ”dare” となります。このように意味が全く変わってしまうのです。今回は本当の意味とは違う意味で使われている単語を挙げてみま

す。カタカナで書かれている単語の本当の意味をみつけられますか？10 問正解すると賞品がもらえますよ。

Japanese-English meaning           Real meaning in English
                                      

1.   カンニング (cunning)   = cheating

2.   ジュース  (juice)           = soft drink (any non-alcoholic 
                                              beverage, carbonated or
                                              uncarbonated)
3.   チャック (chuck)          = zipper
4.   ストーブ (stove)              = heater
5.   スマート (smart)          = slim, slender 
6.   コップ (cup)                 = drinking glass, tumbler
7.   ヒップ (hip)                  = buttocks, bottom
8.   ナイーブ (naïve)          = sensitive 
9.   アバウト (about)          = rough, sloppy
10. クレーム (claim)           = complain

                                                  
     

□  throw   投げる

□  fruit or vegetable drink   果物や野菜の飲み物

□  oven range   レンジ

□  clever   賢い

□  mug   マグ

□  regarding   〜について

□  to say, without proof or evidence   確証無しに言う事

□  immature   未熟な

□  sly, sneaky   ずる賢い

□  the area on either side of  the body between 
          the waist and the thigh   腰骨のあたり


           Kinder はちをハチミツのところへつれていってね！

ひとり 1 回だよ！
   Kids たんごをさがして○をつけてね！


