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News Letter

昨年度末は、お忙しい中、アンケートにご協力いただきまして、ありがとうご
ざいました。多々貴重なご意見、ご感想をいただきまして、大変嬉しく思って
おります。
集計の結果、まず ％の方々が現在のレッスンに満足されていることを知
り、スタッフ一同喜びの声を上げております。もちろん中には改善しなければ
ならない点、これから取り組んでいかなければならない点も多々ご指摘いた
だきました。これらの意見を元に、今年一年間、ますます皆様に信頼できる
スクールになれるように、がんばっていきたいと思います。
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月 日から、天童市糠塚に天童校がオープンしました。
おかげ様で、 も多くの方々に利用していただき、東根
市内はもとより、山形市、天童市、河北町、村山市から
も多く生徒さんが集うようになりました。天童校は現在、
ベイビークラス、幼稚園クラス、小学生クラスを開講して
おりますが、要望があり次第、大人のクラスやプライ
ベート・セミプライベートレッスンもさせていただく予定で
す。どうぞ皆様ご利用ください。
天童校・山形校の事務係りとして、 月から、今野けい
子さんが常時勤務をいたします。どうぞよろしくお願いし
ます。
●天童校
木・金 ： － ：
（土） ： － ： ）
4

myeigo.com
0120）4343-6944

（

Tel (0237)43-6944
Fax(0237)53-8102

東根市中央
丁目 －
セレッサ東根

コミュニティの一環として開催しております、無料英語クラブ『
』が
今年度から、毎月一回のイベントに変わります。これは、英語をある程度話
せる方ならどなたでも無料で参加することのできる会です。予約や定員な
どは一切無く、気軽にきていただき、集まった仲間で、楽しく英語でおしゃべ
りをしたり、ゲームをしたりします。ネイティブ・スピーカーが必ず加わります
ので、英語を使う機会がなかなかない方々にもお勧めです。時間は基本的
には ：
（特別なイベントの時には変わる場合があります。）場所
は天童校で行います。開催日は以下の通りです。どうぞお友達をお誘いの
上、ご参加ください。
★場所：天童校 (天童市糠塚
Fruit Salad

7 30-9:00PM

1-1-1)

★Tel: (0236)79-5447

★開催日：月の最後の土曜日
）
★時間帯：
(5/29,6/26,7/31,8/28,

9/25,10/30,11/27

7:30-9:00PM
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天童市糠塚

1-1-1

Tel:(0236)679-5447

●山形成沢校
山形市蔵王成沢
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●山形東原校
山形市東原町
2-3-26

今年度、新しく の先生を 人派遣いたします。場所は
舟形町、戸沢村、真室川町です。舟形町には
アロン・コーラー）先生を、真室川町には
（レック
ス・スミス）先生を、戸沢村には
（モーリ
ス・オブライアン）先生が赴くことになりました。
ALT
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講師：Aaron Koller（アロン・コーラー）

これまで私たちは、ＭＹに通う子ども達の英語力を測るのに
ふさわしいテストはないかどうか、ずっとリサーチをしてきました。
ようやく見つけたのが、ケンブリッヂ大学による、ケンブリッヂ児童
英語検定（
） です。
このテストは、日本の児童英検とは違い、テストのための勉強や、丸暗記を
要さず、子ども達の純粋な英会話力、または英語力を測ることのできるテスト
内容となっております。２００８年度には世界中で５０万以上の子ども達がこ
のテストを受けるほど、世界では親しまれています。近年では日本でも使わ
れるようになりましたが、東北ではまだ活用されたケースがなく、ＭＹが英語
スクールでは、東北初になりそうです。
Cambridge YLE

舟形町にＡＬＴとして勤務しています。土曜日に
は、東根校の幼稚園クラス、小学生クラスを担
当しています。
年前まで仙台市泉区にある、明泉幼稚園で
勤務をしていました。一旦アメリカに帰りました
が、またぜひとも日本に来て英語を教えたいと
いう思いがあり、今年 月からＭＹのスタッフに
加わりました。とても楽しく、エネルギッシュな
先生です。素敵な奥さんと ヶ月の赤ちゃんが
います。新庄市に住んでいます。
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Hello,
My name is Aaron Koller. I am 34 years old and I am married to Candace.

天童校 事務担当：今野けい子
Gabriel, my son, was born on Christmas Eve; we just learned that Candace

岩手県での小学校教員を経て、青年海外
協力隊に参加しました。中米エルサルバド
ルで活動し、帰国後ＪＩＣＡ国内機関に勤
務。再度青年海外協力隊でグアテマラに
赴任し、任期満了後は山形県内で小中学
校教員に携わっていました。多彩な経験を
元に、ＭＹでのこれからの活躍に期待でき
ます。天童市にご主人と住んでいます。
外国語への関心と重要性は、身をもって感じています。英語はそれほど
話せませんが、（ＭＹで生徒としてお世話になります。）スペイン語は達者
です。これから、ＭＹで皆さんとお知り合いになれるのを楽しみにしてい
ます。

is pregnant with another. I enjoy Snowboarding, computers, playing the
drums, and visiting the many beautiful places in Japan. I love the Japanese culture and I am trying to learn Japanese.
I lived in Sendai from 200-2003 where I taught English at a large school
called MeySen Academy. After that I moved to the Philippines where for
two years I established a new computer school in a small town where most
people had never even touched a computer before. From there I moved
back to America to go to Bible School where I met my wife and shortly
thereafter we were married.
I look forward to teaching you English and improving your skills.
Thank you.

