October 2017 Maple Tree 10月号
日

月

火

Friday September 15, 2017

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7
英検一次

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

MEET OUR NEW TEACHER, TAYLOR!
メイプルの新しい先生テイラーをご紹介します。

メイプルの新メンバー、テイラーです。行動的で好
奇心旺盛のとても明るい先生です。日本の歴史や

各種お届け、ご連絡はこちらへ。

す。テイラーは海外で生活するのは初めてです

email: englishinjapan1@gmail.com
お知らせはウェブでもご覧いただけます。
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が、初対面の人にも明るく微笑みかけて、積極的
に友達を作っています。いろんなことに興味があ

アドレス: maple-school.com
(086)955-9567 / (080)3872-1277

文化、食べ物にも興味津々で、日本語も勉強中で
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定休日: 日曜・月曜

ジュニア英検のご案内

入学金無料キャンペーン実施中！

10月30日(月)にジュニア英検を赤磐校にて実施します。ブ

クリス・ピー、ジェイコブ、テイラーの3名の新しい先

ロンズ、シルバー、ゴールドの3レベルです。

生をメイプルに迎え、入学金無料キャンペーンを実施中

受験希望者は、各スクール入り口に置いてあるジュニア英

しています。新規に入学される方が対象です。

検受験申込書に必要事項を記入し検定料を添えて、担任の

ご家族やお友達で英語を始めようと思われている方がい

先生まで9月28日(木)までに申し込んでください。

らっしゃっいましたら、ぜひこの機会をご利用くださ
い。まずは、体験レッスンや面接のご予約をメールまた
はお電話でお願いいたします。メイプルHPの「無料体験

ハロウィンパーティのご案内(4歳～小6:赤磐校にて)
10月22日(日)のハロウィンパーティのご案内を各スクール

のお申し込み」ページからもお申込みいただけます。10
月14日(土)までの期間限定です。

るのでどんどんお話して仲良くなってくださいね。

Hello Everyone,
My name is Taylor and I have moved to Okayama from
Canada after recently completing my university degree.
Though I grew up in the city of Brantford, I went to school
in Canada's beautiful capital city, Ottawa. In my free
time, I like to spend time outside exploring the city or, if it
is rainy, I love reading. I like the winter season because I
have played hockey all my life and really enjoy skiing as
well. I hear there is excellent skiing in Japan and can't
wait to experience it. At school, I majored in the subject
of history, which I am very passionate about. While I am
in Japan, I hope to learn more about the country's history. I believe in the power of education and that learning
should be a positive, enjoyable experience. I hope to
make a positive impact on the people I meet and the students I teach, and I am excited to learn more while I am
in Japan as well. I am looking forward to all of the incredible things I will see and experience, and most importantly the people I will meet.

Kind regards,

Taylor Tombol

入り口のカウンターに置いております。申込締め切りは10
月7日(土)です。素敵なコスチュームでのご参加をお待ち
しています！対象は、お一人で参加しているクラスの4歳

新クラスのご案内

以上のお子様です。参加希望者はお早めにお申し込みくだ

下記クラスを新規開講予定です。3名以上でクラスをス

さい。(先着80名)

タートいたします。新規クラスで、気後れすることなく
みんなと一緒にスタートできます。受講ご希望の方はお
問い合わせください。

赤磐校:
幼児クラス金曜午後6:20～7:00
社会人クラス水曜午後1:30～2:30

台風(暴風警報発令時)について

岡山校:

暴風警報発令時に休講措置を取ることがあります。レッス

幼児クラス木曜午後6:40～7:20

ン前にメイプルHPをご確認ください。

2017年第1回英検合格者ご紹介
3級:大川陽由(和気中1)

小学1・2年生クラス金曜日午後4:30～5:25

面談について
今年度の面談は希望者のみとさせていただきます。期間

※本会場や学校等で受験された方は結果をご報告くださ

を設けておりませんので、ご希望の方はメールにてご連

い。次回のニューズレターでご紹介いたします。

絡ください。日程調整いたします。

みなさん、こんにちは！テイラーです。この夏に大学を卒業し
て、メイプルで教えるためにカナダから岡山にやってきまし
た。カナダ最大の都市トロントの南にあるブランフォードという
街で育ちましたが、大学生活はカナダの首都である美しいオ
タワの街で過ごしました。趣味は外に出て街を散策すること
ですが、お天気が悪い時には本を読むのが大好きです。好
きな季節は冬です。アイスホッケーを小さい頃からずっとやっ
てきているのと、スキーが楽しめるからです。日本には素晴
らしいスキー場があるそうですね。ぜひ試してみたいです！
大学では、大好きな歴史を学びました。ここにいる間に日本
の歴史を学びたいと思っています。私は教育の持つ力を信
頼していますし、学ぶことは楽しい経験であるべきだと思って
います。出会う人や教える生徒みんなにポジティブな影響を
与えたいと思っています。そして、日本のみなさんから学べる
ことにワクワクしています。これから素晴らしい経験ができる
こと、そして何よりも素敵な人々に出会えることがとても楽し
みです。
テイラー ・トンボル
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