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Hello Everyone. Spring is almost here.  Yay!  I
hope you can look back at the past year and 
say your English has improved.
 

If you break a leg and need help walking, you 
might use a crutch or a pair of crutches.  If 
your leg healed and you continued using the 
crutch(es), your leg would not get strong. 
Think of English as your leg and Katakana as a
crutch.  If you depend on Katakana to help 
you, your English won’t get stronger. Avoid 
“Katakana English” like you would avoid 
someone who has the flu.  
 

Have you ever heard of the English saying 
“You can lead a horse to water, but you can’t 
make it drink”?  I’m reminded of this saying 
particularly when students don’t take every 
chance they have to speak in English in class. 
Teachers can only do so much. Too often a 
teacher goes into class with a lesson plan that 
should be fun and stimulating, thinking “This 
ought to work,” only to met with silence or 
one-word responses in Japanese.  Shed your 
inhibitions once you step into the classroom.  
Imagine you’re not Japanese. Give yourself a 
foreign name.  Do anything to help you more 
willing to get the most speaking time you 
can.  You’ll be glad you did.
Byron

皆さん、こんにちは。春はそこまで来ています。イェー

イ！この１年を振り返って、英語が上手くなった、って皆

さんが言ってくれるといいなと思います。

もし皆さんが足を骨折して歩けなくなったら松葉杖を使い

ますよね。足が治った後も松葉杖を使い続けたら足は強く

なりません。足を英語、松葉杖をカタカナに置き換えてみ

て下さい。カタカナに頼っていると英語は一向にうまくな

りません。インフルエンザの人には近寄らないのと同じよ

うにカタカナ英語に近づいたり使ったりしないようにしま

しょう。

英語のことわざ「馬を水場まで連れて行くことはできても

水を飲ま水を飲ませることはできない」を聞いた事がありますか？

これは、授業でせっかく英語を使う機会があるのに使わな

い生徒のことだなといつも思います。先生ができる事は皆

さんが英語を楽しく勉強できるよう手助けをすることだけ

です。楽しくて刺激的で「これは英語の勉強に効果があ

る」と考えていろいろ用意してもシーンとなってしまった

り、日本語でたった一言の返事で終わってしまうこともあ

ります。教室に一歩足を踏み入れたら決して恥ずかしがら

ないでください！自分は日本人だと思わずに外国人の名前

を付けるのも良いですね。なんでも良いのでできるだけた

くさん英語を話せるような状況をどんどん自分自身で作っ

てみて下さい。きっと楽しくなりますよ。

　　　　　バイロン先生より

Hey everyone! Spring is on the way and our tests 
are finally over! All of our students worked super 
hard to prepare for their tests and I am sure they 
did their very best. Now we are getting ready for 
our presentations in March! I hope we can have a 
good time and show off what we have learned this 
year.

We are also going to have the Spring festival again 
this year! It was a lot of fun the last time we did it 
and I can't wait to see all of our students together 
having fun and speaking English. What games and 
activities we will do this year? You'll have to come 
to find out!

This has really been a good year for our school. Our
first preschool class is nearly over and I am just so 
amazed how much our children can communicate in
English. The phonics students are now reading for 
the first time and are really eager to read new 
books and learn new things. All of our kinder and 
elementary school kids worked hard and learned a 
lot as well!

This year is almost over and a new year is about to 
begin. I hope we all continue to learn and grow 
together. Let's study more than ever and push 
ourselves to new heights. See you in April 
everybody!     

Mark

皆さん！春はもうすぐですね。学年末テストもついに終わりまし

た！皆さんはテスト準備も万全に取り組んでいましたしベストを

尽くしてくれたと思っています。さぁ今度は 3 月の発表会に向け

て準備しましょう。今年度学んだ事をしっかりと見せてくれる事

と期待しています。

今年もスプリングフェスティバルを行います。前回もとても楽し

いイベントになりましたが今回も待ち遠しいですね。英語を話し

ながらみんなで一緒に楽しみましょう。今年はどんなゲームがで

きるかな？どうぞお楽しみに！

今年はメープル英会話にとって大変良い年となりました。今年か

ら始まったプレスクールクラスは１年経った今、子供達がこれ程

まで英語でコミュニケーションできるようになったのかと驚いて

います。フォニックス１年目の生徒も初めての本を読んでいます

しどんどん新しい本を読んだり新しい事を覚えたり頑張っていま

す。幼稚園クラス小学生クラスの生徒も皆とても熱心に取り組ん

でいました。

今年度ももうすぐ終了し新しい学年が始まります。皆さんと一緒

に引き続き学び、共に成長して行けたらと思います。今まで以上

に頑張って自分自身を更に高めていきましょう。4 月にまたお会

いしましょうね！　

　　　　　マーク先生より



    Here Comes Spring!

Kinder & Kids
参観日

3月 9日(月) 〜 3月 14日(土)

発表会形式で行います。

1年間の成果を是非ご覧下さい。

* 参観日週とその前週は振替ができません。

ご了承ください。

 英検を実施しました！

1 月 24 日(土)
5 級 2 名、4 級 5 名、準 2 級 3 名

英検に挑戦しました。

　　児童英検を実施しました！

2 月 8 日(日)
Bronze 12 名、Silver 12 名、Gold 3 名

児童英検に挑戦しました。

休校のお知らせ

3 月 16 日(月) ~ 3 月 26 日(木)
4 月  3 日(金) ~ 4 月  6 日(月)

春休み休校となります。

*  3/27 ~ 4/2 はスプリングキャンプの為

　通常授業はありません。

春です。さくらまつり もうすぐです！

今年もさくらまつりで体験レッスンを行います。

お友達を連れて是非遊びに来て下さいね！

お友達をご紹介ください。

ご紹介いただいた方には

プレゼントをご用意

しています。

授業料口座引落しのお知らせ

3月 9日(月)

新年度の授業料および教材費を引き落としさせ

ていただきます。3月 6日(金)までにお口座へご

準備お願いいたします。

facebook     
 いいね！ Like!

http://www.facebook.com/maple.eikaiwa
身近な話題を掲載しています。

facebook アカウントをお持ちでなくても見られます。

 

 

http://www.facebook.com/maple.eikaiwa
http://www.facebook.com/maple.eikaiwa


Maple News; What’s going on at Maple

   

3月 15日(日)

☆ Rhythmic & Kinder Festival ☆
10:00 ~ 11:00

☆ Kids Festival ☆
11:30 ~ 13:00

先生といっしょに英語であそぼう！

小学生は Question Card を持って来てね！

                    Final Test 2014   
 kids
 Kids 1 平均 86.1/100点 最高 100点!　　　　 Kids 5 平均 91.6/100点 最高 98.5点！

 Kids 2 平均 85.3/100点 最高 100点!　　　　 Kids 6 平均 69.8/100点 最高 93.25点！

 Kids 3 平均 86.2/100点 最高 99.5点！

 Kids 4平均  88.7/100点 最高 100点！

 

                                      Spring Camps 2015                
Adventure English!

春休みもメープル英会話で遊ぼう！

小学生は Question Cardを忘れず持って来てね。

       Kinder  10:00 〜 2:00

　　　　　　　　　3月　27日(金) イースターエッグ＆バスケットを作ろう！

　　　　 　　　　　　   31日(火) Baby Chickをつくろう！ 
　 　　　　　　　 4月　2日(木) Cooking! みんなで焼きそばをつくろう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アップルパイもつくるよ！

　　Kids     10:00 〜 4:00　

　　　　　　　　　3月 28日(土) イースターエッグ＆バスケットを作ろう！

　　　　 　　　　　　30日(月) オリジナルの Tシャツを作ろう！

　　　　　　　　　4月 1日(水) Cooking! みんなで焼きそばをつくろう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　アップルパイもつくるよ！

締め切りは3月14日(土)です。

皆さんの参加をお待ちしています!!!

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.



Nanette’s Corner

金曜日　13：00　〜　13：50

Hi Everyone,
I am very very happy excited to be back in charge of our Adult clubs. It has been a very long time since I
have had the pleasure to spend time with my lovely adult students. I have decided to choose some new 
fresh ideas for our clubs. Each one will be light and fun.
みなさん、こんにちは。また大人の生徒さんのクラブを担当することができてとてもとっても嬉しいです。私の愛すべき生徒

さん達と楽しい時間を過ごしていた頃からずいぶんと時間がたってしまいました。今回このクラブを始めるにあたって、新し

い斬新なアイデアをいくつか考えてみました。きっと皆さんに楽しんでいただける事と思います。

Ann Landers Advice Column // Yomiuri Troubleshooter　悩み相談の記事より

You will be given the article before our meeting so you can think about the topic.
トピックについて考えてきていただけるよう、クラブの前に記事をお渡しします。

Useful Expressions   役に立つ表現

Every meeting we will learn some very useful expressions that are versatile and easy to use.
毎回、いろいろな場面で使えてとても役に立つ表現方法を学びます。

Fun Debating For Beginners    初心者でも楽しめるディベート

Don’t worry debating can be fun and very easy. We will debate very easy topics. Learn to express 
yourself better. 
ディベートは難しいものではなく、とても簡単で楽しいものなので心配しないでくださいね。簡単なトピックでディベート

してみましょう。自分の考えを表現する方法を学びましょう。

Cooking!!! Yes…cooking is back!!!! We will meet and enjoy making food from around the world. 
クッキングも復活!!!! 世界中のお料理を一緒に楽しくつくりましょう。

Everything is aimed at being fun, interesting and easy!!!!
どのクラブも楽しくて面白くて気軽に楽しめる事をめざしています!!!!

Kids Corner
                                          Kinder

Kids
　　絵と単語を線でむすんでください。
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