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 Hi everyone! I’m Mark Daniels, the new teacher here at Maple Eikaiwa. I am from Michigan, USA 

and have been living in Japan for 5 years. I am the Father of 2 wonderful children, one of which 

who was born this November. My hobbies are writing, reading and filmmaking.

I am extremely excited to be here at Maple. Everybody seems very nice and the students are 

great! It is my hope that all of my students and I will be able to share many wonderful new 

experiences in English. Happy holidays to everyone and let’s do our best for the remainder of this 

year and many more to come.

Mark

みなさんこんにちは！メープル英会話に新しく加えていただいたマークダニエルです。私はアメリカのミシガン州の出

身で、日本には５年住んでいます。私にはかわいい子供が２人います。１人は11月に生まれたばかりなんですよ。私

の趣味はものを書く事、読書、映画作りです。

私はメープルが大好きです。皆さん素敵な方ばかりで、生徒さんも皆素晴らしいです。生徒の皆さんと英語を通して新

しいわくわくするような経験をたくさんできたらいいなと思っています。皆さん、たのしい冬休みをお過ごしください。

今年も残り少なくなりましたが、悔いのないように過ごし、これからやってくる新しい年も全力を尽くして頑張って行

きましょう。

Hello, everyone. It’s been a busy year, hasn’t it? I hope your English is getting better.
I’ve seen the most improvement in my Phonics classes. Hearing students put letter sounds together to make 
3,4, and 5-letter words is rewarding and wonderful.
 I want everyone at Maple to be better English speakers and I have a few requests.
 To the kids, if you’re having trouble with some of the things we learn, review. 5 minutes a day will help a lot. 
Go over the names and sounds of the letters of the alphabet. Play the vocabulary and grammar games on you 
“Let’s Go” CD-Rom. Listen to the skills book CD.
 To the adults, don’t forget that free conversation in class should be no different from the way you speak to 
one another in Japanese. Too often, in class, one person speaks and the others are quiet until the speaker 
finishes. This is quite unnatural. Conversation shouldn’t be a lecture, with questions and answers at the end.
 Have a safe and happy winter break.
   Byron
皆さん　こんにちは。ちょっと忙しい一年ですね。英語が上達していますか。僕は全クラスが進歩していると思います

が、やはりフォニックスの方が一番見やすい。習ったアルファベットの文字の音を合わせて、3、4、それから5文字の

言葉を読めるようになってきて、それを聞いている先生として、大満足だし、素晴らしい事ですね。メープル英会話の

皆さんは上手に話せるようになってほしいから、頼みがあります。

子どものクラスの皆さん、今まで習った英語の中で分からない所がありましたら、復習して！一日たった5分だけで役

に立ちますよ！それぞれのアルファベットの文字の名前と音に自信がないあなた、復習して。 Let’s Go を使っている

なら、 CD-Rom のゲームをやって、 CD を聞いて復習して下さい。

大人のクラスの皆さん、free conversation という会話はお互いに日本語でしゃべっているような方がいいと忘れない

で下さい。一人の話を最後までだまって聞くのは不自然なんですよ。会話は講義ではないから、質問があれば、その時

に聞いて下さい。たまに話の腰を揉むんじゃなくて、折ってもいい事ですよね。楽しい冬休みを過ごして下さい。

  バイロン　　(日本語もバイロンが書きました。)

                          皆さんはもうマーク先生にお会いになりましたか？

11 月 22 日よりメープル英会話の先生として着任していただきました。元気いっぱいの若い先生で、い

ろいろな資格をお持ちの経験豊富な先生です。メープルではリトミックの小さな子どもさんから大人

のクラスまで、そしてクラブなどの特別プログラムまで幅広く教えていただくことになっています。 

どうぞよろしくお願いします！！！



Be a good boy! Be a good girl!
……Santa Claus is watching you!!!

冬休みのお知らせ
下記の通り、冬休み休校となります。

　12月 23日(木)

　　　〜　1月9日(日)

☆　12月 22日(水)は 特別プログラム開催の為　　　　

　　 通常授業はありません。

☆　1月10日(月)は祝日ですが通常通りに授業があります。

☆　 1月分の授業料 は誠に勝手ながら

　　　12月 21日(火)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12/27です。

Christmas Potluck Party
for Adults

Dec. 22 (Wed)
12:00 – 3:00

　　　メープルの大人のクラスの生徒さんが

　　　集まり楽しいパーティーを開きます。

　　　美味しい物を少しだけお持ちになって

ご参加ください。(参加料:無料)

* 別途お渡ししますお手紙を

　ご覧の上、出欠のお返事を

　受付までお出しください。

　そう、もうすぐクリスマスです。

今年もメープル英会話の子供たちのところにサンタさんはき

てくれるでしょうか？

　12月 15日から12月 21日までの1週間、各クラスごとに

小さなクリスマス会を開きます。どうぞお楽しみに！

Tots, Kinder クラスのみなさん

　　クリスマスパーティーの日にはサンタさんの　

　　鈴の音が聞こえるかもしれませんよ。

　　耳を澄ませて待っていましょうね！

   Kids,Teens クラスのみなさん

　　今年もにぎやかにパンケーキパーティーを

　　開きましょう。おいしくできるかな？

  Adults クラスのみなさん

　　クラスの枠を超え、楽しく過ごしましょう。

　　歌ありゲームあり、いっぱい飲んで食べましょう！

児童英検受検のご案内
　　当校は児童英検の指定校です。

日時：2011年 2月 6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以上の生徒さんを対象に児童英検を

実施します。別途お渡しするお手紙をご覧の上

お申し込みください。　締め切りは12/20(月)です。

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。

皆さん、良い子にしていますか？

　　……サンタクロースはちゃ〜んとみんなを見ていますよ。

             2011      年度クラス登録について  

クリスマス、そして冬休みが終わると

Kinder 3, Kids, Teens, Adults クラスでは

年度末のテストを行います。そのテストの

結果に基づいて、 新年度のクラス登録をし

ていただきます。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登録が始まりますの

で早めの登録をお願いします。

詳しくは 2 月半ばにお渡しするお手紙をご覧

ください。

　Rhythmic, Sunflowers, 
        Kinder, Kids      クラスの振替につい  
て

 今年度お休みされた分の振替は

     2011 年 3 月末までにお願いします。

* 4 月以降に持ち越す事はできません。

また、下記の期間は振替できません

12月 15日(水)〜12月 21日(日)

(クラスクリスマス会の為)

3月 10日(木)〜3月 16日(水)



Maple News; What’s going on at Maple
台風と共にやってきた今年のハロウィンパーティー。

雨？風？ノープロブレム！……とばかりに、たくさんのメープルキッズそして

保護者の方々に集まっていただき、とーっても楽しいパーティーになりました。

“Trick or Treat！”“Thank you!” 　みんなちゃんと言えましたね。

お菓子、おいしかったかな？

楽しいゲームを作ってくれたヘルパーの皆さん、ありがとう！

ボランティアで子供たちのお世話をしてくださった皆様、ありがとうございました！

ヘルパーのみんながいっぱいがんばっ

て楽しいゲームをたくさん作ってくれ

ました。パーティー当日も準備から後

片付けまで一日一生懸命にお手伝いし

てくれましたね。
　　Thank you soooooo much!!!

Thanks to
Natsumi & Haruna’s mum

for their donation
to our Halloween Party!!!

　

Kids Party Kinder Party
You win, Yuki!!!
かぼちゃの重さ

見事に当てました！

りえさん(左)と、あゆみさん

お二人は大人のクラスの生徒さんで

す。いつもメープルのイベントには

ボランティアで参加して下さいます。

今年のハロウィンでも

子どもたちのお世話にかけつけて

くださいました。
How can we thank you enough?!

Teens は 授業で Jack ’o lanterns を作りました。

11月 20日(土)ジャコランタン(かぼちゃほり)の講習会

を

開催しました。

みんないっぱい楽しんでじょうずにできましたね！

A special thank you to Maple 
staff. You did a great job!

なつみとはるなのママ

　寄付をありがとう！

Oct. 30, 2010

メープルの最大のイベントのひとつ

ハロウィンパーティー！

今年も、盛大に楽しく開催する事ができま

した。悪天候にもかかわらず、たくさんの

子どもたちの笑顔を見る事ができスタッフ

一同大変嬉しく思っております。これもみ

な、皆様のご理解ご協力のおかげです。

心から感謝申し上げます。



                  Kids Corner

できたらもってきてね！

しょうひんがもらえるよ！１人１回だよ。

　ハンドメイドフードチャリティーフェスティバル開催しました
皆様の善意は、

ウーマンフォーウーマン
アフリカの貧困に苦しむ若い女性を支援する団体

に寄付させて頂きました。

Hello everyone,
Boy, we have had a very busy and 
tough few months but now everything 
is getting back to normal. I was very 
sad to see Paul leave as he was very 
much like a member of our family but 
we wish him good health. On a happier 
note, I am very happy to welcome 
Mark to our Maple family. He is really 
working hard to get into the swing of 
things.  Actually, I am so proud of all 
of my staff. They have all really 
worked so hard to make this transition 
smooth. This difficult time has proven 
to me how really strong we are as a 
Team. Thank you all for your extra 
hard work. The “Maple Team” is 
fantastic!!!!     Nanette
皆さん　こんにちは

ふぅ、ずっと忙しく大変なここ数ヶ月でしたが、

ようやくいつも通りの落ち着きを取り戻してき

ました。家族同然のポール先生がメープルを去

らねばならなかった事は大変残念でしたが、ポ

ール先生には健康に気をつけて頑張って欲しい

と思っています。嬉しい話題としては、マーク

先生をメープルファミリーとして迎えた事です

ね。彼は一生懸命頑張って、どんどん

メープルのリズムに乗って来ています。メープ

ルのスタッフ全員には本当に感謝しています。

この困難な時期も物ともせず、皆、黙々と仕事

をこなしてくれました。大変な時こそチームと

しての私達がいかに強いかと言う事が証明され

たように思います。いつも以上にいろいろ心を

配り仕事をしてくれて本当にありがとう。

The “Maple Team” is fantastic!!!!
ナネット

I would like to take this opportunity to thank everyone who volunteered for the bazaar. Without 
their help we could not have had such a successful bazaar. Also, thank you to all of the people 
who visited us on that day. We hope you all had fun and we look forward to seeing you next 
year. We are very happy to announce that this year was our most successful  
 year ever. We raised ￥70,000. Thank you so much, Nanette
バザーに際しましてボランティアで参加して下さった皆様に、この場をお借りして心よりお礼

申し上げます。今回のバザーを大変にぎやかに開催できましたのも皆様のご協力あっての事だ

と思っております。また、当日バザーに遊びに来て下さいました皆様にも感謝申し上げます。

皆様、楽しんでいただけたでしょうか。来年のバザーにも是非また遊びに

来て下さいね。今年のバザーはかつてないほどの盛況ぶりで、￥70,000もの善意の金額を計上

することができました。本当にありがとうございました。　ナネット

ジンジャーブレッドハウス当選

者はを Kotoha です！

  Congratulations!!!!!
提供して下さった

　　　Taekoさん、

ありがとう

ございました!!!

Nov.28, 2010


