English Onomatopoeia
We all know that Japanese has some really great onomatopoeia, but did you know we also
have some good and useful onomatopoeia in English, not nearly as many as Japanese, but
here are a few that I think are quite common.
Can you guess what they mean?
日本語には本当にたくさんの擬声語(擬音語や擬態語)がある事を皆さんご存知だと思います。日
本語ほどではありませんが、英語にもおもしろくて使える表現がある事をご存知ですか？
大変よく使われる例をいくつかあげてみました。下記の A から J が何を表すのか、皆さん
考えてみてください。
全問正解された方には賞品を差し上げます。答えがわかったら受付までお持ちください。

A. achoo
B. goo goo ga ga
C. haha
D. waa
E. pitter patter
F. poof
G. uh-oh
H. tick-tock
I. mmmmm
J. choo-choo

1. ＿＿＿A cloud of smoke or wind; something disappearing
2. ＿＿＿Sound of tiny feet or rain on a rooftop
3. ＿＿＿The sound a clock makes
4. ＿＿＿A baby crying
5. ＿＿＿Sneezing
6. ＿＿＿Sound of laughter
7. ＿＿＿Baby talk
8. ＿＿＿ “I made a mistake”; surprise
9. ＿＿＿The sound a train makes
10.10.
＿＿＿Yummy
＿＿＿
Kids Corner

Kids

ちがうところを 10 こみつけてね

Kinder
クリスマスマウスを
★までのぼらせる
ことができるかな？

しょうひんがもらえるよ。(１人１回)

Maple Newsletter
クリスマスがやってきます！ 新しい年の始まりを前に、先生たちに近況と
今年のクリスマスの予定を伺いました。双子ちゃんが生まれて激動の１年だった(?)バイ
ロン先生、新しいプログラム“Maple English Preschool”が始まってさらに
充実した年となったマーク先生、どんなお話が飛び出すでしょう？
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Hello everyone. I hope all is well with you and your
loved ones. We had a wonderful Halloween this year,
thanks to our always diligent staff, all the students and
parents who attended and the students who put up and
took down the decorations, made and ran the games, and
acted as group leaders. The weather couldn’t have been
better, and everyone seemed to have a good time.

Hi everyone! How are you doing? We just finished
the Halloween party, and boy was it great! I am so
very proud of all of our students for their hard
work in making the games and running the games
at the party. I hope everyone really enjoyed
themselves and I look forward to seeing what
everyone dresses up as next year.

As you can imagine, Nanette and I have been quite busy
since April. Kai and Jun turned seven months old on
November 1st, but it feels like they were born years
ago. They are sleeping longer at night, which is good for
us. Kai can “sphinx” all day long, but he’s teething and
their play mat soon becomes like a marsh with all his
drool. Jun sphinxes less, but he’s a champion at rolling
and eating. They’re both happy babies, and we couldn’t
ask for anything more than that.

Recently, I have been trying to spend more time
with my family, my children especially. My son
Toshiaki is really into Lego now just like I was as a
child and every night when I come home he rushes
to me and asks to play together. My daughter
Karen on the other hand loves to play video games
and so we have started to play role-playing games
together. I am so happy that my children have
similar hobbies and we have all bonded because of
it.

Do you have any special plans for the winter break?
We’ll probably spend Christmas here at home. Whatever
your plans may be, I hope you have a
safe and wonderful time.
Sincerely,
みなさん、こんにちは。ご家族揃ってお元気でお過ごしの事と
思います。今年も素晴らしいハローウィンパーティーになりま
した。いつも頑張ってくれているスタッフ、参加してくれた生
徒のみなさんや親御さん、準備や後かたづけを手伝ってくれた
生徒のみなさん、ゲームを作ってくれたり当日遊んでくれたり、
リーダーとして活躍してくれた生徒の皆さん全員に感謝いたし
ます。お天気にも恵まれてとても楽しいひとときでした。
みなさんのご想像通りナネットと私は４月からとても忙しい毎
日を送っています。Kai と Jun は 11 月 1 日で７ヶ月になりまし
たが、何年も前に生まれたような気がします。嬉しい事に夜も
長く寝るようになりました。Kai はスフィンクスのようにうつ
ぶせで頭をもちあげた状態で一日中いられます。歯がはえてき
ましたがプレイマットはよだれであっという間にビショビショ
で沼のようです。Jun はスフィンクスにはあまりなりませんが
寝返りと食べる事にかけてはチャンピオンです。二人とも元気
で、これ以上何も望む事はありません。
みなさんは冬休みの予定は決まっていますか？私達は家でクリ
スマスを過ごすつもりです。予定が何であれ、みなさんがご無
事で素敵な冬休みを過ごされることをお祈りいたします。

I cannot believe it is November already! Christmas
is on the way and I am looking forward to talking
to our students about their holiday plans and
Christmas desires. Take care everyone and please
stay safe and happy.
こんにちは。いかがおすごしですか。ハローウィンパー
ティーが終わりましたが、みんなよく頑張りました。ゲ
ームを作ってくれたり当日遊んでくれた高学年の生徒達
の頑張りを私は誇らしく思います。みなさんにとって楽
しい時間だったら良かったと思いますし、来年みなさん
がどんな衣装を着るのか楽しみです。
最近、家族、特に子供達と過ごす時間をたっぷりとるよ
うにしています。息子のとしあきは子供の頃私がそうだ
ったようにレゴにはまっています。毎晩私が家に帰ると
走って来て一緒に遊ぼうとねだります。娘のかれんはゲ
ームが大好きでロールプレイゲームを一緒にやるように
なりました。子供達が私と同じような趣味を持ちそれで
一緒に楽しめるなんて私はとても幸せです。
もう 11 月だなんて信じられません。クリスマスはすぐ
そこまでやってきています。私は生徒達と冬休みの予定
やクリスマスのプレゼントについて話すのを楽しみにし
ています。みなさんお体をお大事になさって楽しくお過
ごしください。

Santa is coming to Maple !!!
ハロウィンの次はクリスマス！12 月も楽しいイベントがたくさん！
リスマス
パーティーでは、いつもがんばっている
メープルのみんなに、サンタクロースがプレゼ
ントを届けてくれるよ！

ク

クリスマスの楽しい工作をしたり、お
菓子を食べたり、歌ったり！
みんなで楽しく遊ぼう！

(Tot’s, Kinder, Kids, Teens)

先生といっしょにおいしいパンケーキを
作りましょう！ メープルシロップをた
くさんかけて召し上がれ

12 月 16 日(火)〜12 月 22 日(月)
★この期間の振替はできません。

12 月 23 日(祝)
15:30~17:30

11 月 30 日(日)
11:00~16:00

今年もさくらカフェで行う予定です。
詳細は別紙にてお知らせいたします。
お楽しみに！

ハンドメイドのお菓子などがいっぱい！楽し
いクラフトコーナーも。お友だちをさそって
遊びに来てね！
★出店いただける方も募集中です！

2015 年度クラス登録と
授業料口座引落しの確認について
新年度のクラス登録は、メープルの生徒さんは
２月中に優先的に登録していただけます。３月に
入ると一般の方の受付が始まりますので早めの登
録をお願いいたします。詳しくは２月半ばにお渡
しするお手紙をごらんください。
また、１月中に授業料納入方法（口座引落しの
年払い、学期払い）の確認をさせていただきます。
ご協力よろしくお願い申し上げます。

【 児童英検 】

2 月 8 日(日)

メープル英会話で受験できます！
ブロンズ、シルバー、ゴールドの３つの級があります。

Kids3 以上の方が対象ですが、ご希望があればどなたでも受
験できます。特に高学年の方はぜひ挑戦してください。

【 英検 】

1 月 24 日(土)

昨年度に引き続き英検（５級,４級,３級,準 2 級）を実施し
ます。どなたでも受験できますが、児童英検 Gold を終えた生
徒さん及び Teens を主な対象とします。大人の方の受験も可能
です。詳しくは受付までお問い合わせください。

Maple News; What’s going on at Maple
Our Halloween parties were sooooo much fun. All the kids had a great time Trick or Treating around the
neighborhood and then playing the games the older kids made for them in the school. The weather was
perfect and all the teachers and staff at Maple worked really hard to create a very special day for the kids.
Happy Halloween!!!
今年のハロウィンパーティー、と〜〜〜っても楽しかったですね。子供達は皆、ご近所あちこちにト
リック・オア・トリートに行ってお菓子をいただき、高学年の生徒達が作ってくれたゲームで遊び、
本当に楽しい時間を過ごすことができました。天候にも恵まれました。メープルキッズの皆さんがパ
ーティーを楽しんでくれるよう、メープルの先生やスタッフも一生懸命頑張りました。ハッピーハロ
ウィーン!!!
We had over 120 kinder, Preschool and
Rhythmic kids at our little kids'
party.
第一部は Kinder クラス、Preschool クラ
ス、
超えるたくさんの小さな子供達が参加し
てくれました。

Kinder, Preschool and Rhythmic kids.
いろいろな仮装をした Kinder クラス、
Preschool クラス、Rhythmic クラスの
可愛い子供達。

We had over 120 kids at our big kids' party.
第二部は小学生の子供達のパーティー。こ
ちらも 120 人を超える参加者となりました。

高学年の生徒達が作ってくれたゲームもとても楽しみな
のです。
Thanks to our 25 helpers (our older Maple
students grades 5, 6 and Teens). You made
wonderful games and ran them really well!!!!
Great job!
ヘルパーの皆さん、ありがとう！(５年生、
６年生、ティーンズクラスの生徒たち)準備
段階ではみんなで楽しいゲームを作ってく
れました。パーティー当日も小さな子供達
がたくさん楽しめるよう、本当によく頑張
ってくれましたね！

Preschool 担当

先生、スタッフの皆さんお疲れ様で
した。アダルトクラスの Rie さん、
毎年お手伝いいただき心より感謝申
し上げます。

Sanae

Preschool の子供達にとって初めての Halloween。
いつもと違う雰囲気に少し緊張気味でしたが
＂Trick or Treat＂＂Thank you＂と恥ずかしながらも
言えました！ 真っ暗のお部屋の中のゲームも泣か
ずに楽しめたようで良かったです！ 来年のコスチ
ューム、楽しみにしていますね☆

Mid-Term Test 2014
Kids
Kids
Kids
Kids
Kids
Kids
Kids

1 平均 90.3/100 点
2 平均 95.4/100 点
3 平均 91.8/100 点
4 平均 90.7/100 点
5 平均 77.4/100 点
6 平均 82.7/100 点

最高 100 点!
最高 100 点!
最高 99.5 点！
最高 100 点！
最高 90.5 点！
最高 94.5 点！

冬休みのお知らせ

先生より

Kinder
Kinder 3 平均 93/100 点 最高 100 点！

12 月 23 日(火) 〜 1 月 5 日(月)

* 1 月 6 日(火)より通常通り授業が始まります。

