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News Letter

ブライアン先生はアメリカのテ
キサス出身です。テキサスでは
どんな風にクリスマスを過ごす
のか聞いてみました。
クリスマスは両親や祖父母たち
と一緒に過ごします。朝食でパ
ンケーキやKolache（チェコから
伝わりテキサスではよく食べられているパン）を食べた後、皆でプレゼント
を開けます。その後教会でクリスマス礼拝をささげ、午後からはフットボー
ルの試合を見たり、映画を見に行ったりします。夕食はターキーやハム、
マッシュポテト、グリーンビーンズ、アップルパイ
など、伝統的なクリスマスディナーを食べます。テ
キサス風スモークBBQビーフも最高においしいご馳
走です。クリスマスは家族でゆったりと時間を共に
する時です。
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（0120）
0120）4343-6944
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Fax(0237)53-8102

東根市中央2-11－1
セレッサ東根2-A

●山形校

今年一年もあとわずかとなりました。毎週MYへ通っていただき、本当にありが
とうございました。皆さんどうぞ良い年末年始をお過ごしください。
さて、年賀状書きはお済ですか？英語で年賀状を書く上で一つアドバイスで
す。Happy Year! に ‘A’がついているものをよく見かけますが、これは実は
ＮＧです。Happy New YearはMerry Christmasと同じなので、Aはいりません。A
がつく場合は以下のように文章化されているときのみです。
I wish you have a happy new year.
A Happy New Year – NG (Aはつけなくとも結構です。）
Happy New Year –OK
Happy new year – NG（単語は全て大文字から始まりま
す。）
他には、Best wishes for the coming year.
などと書くこともできます。

山形市南原3-16-1
Tel:(023)687-1351

●天童校

天童市糠塚1-1-1
Tel:(023)679-5447

●酒田校

酒田市下安町17-10
Tel: （0234）43-0796

The Christmas season is traditionally a time of thankfulness
and this year we at MY English School have much to be
thankful for. This year has seen a large increase in the
number of students, as well as the opening of our new
Yamagata School. We have also been blessed by the
addition of many wonderful teachers. As we enter the New
Year, we pledge to continue to provide the best possible
service and education possible. You are the reason MY
English School is here and we will never forget that. We
are very thankful to you and look forward to serving you
more in 2013.
Merry Christmas and Happy New Year!
Ryan Hagglund

クリスマスの時期は、伝統的にも様々なことに‘感謝’
をするときであります。この一年を振り返ったとき、MYの
校長として感謝することがたくさん思い起こされます。
今年は今まで最も多い生徒さんがMYで学んでくれた年で
す。また山形市に山形校も開講することができたことは本
当に嬉しいことでした。講師やスタッフたちにも恵まれ、
みんな一丸となって、MYを前進させていってくれました。
新しい年を目の前に今思うことは、来年度も私たちが提
供できる最高の英語教育とサービスを皆さまにお届けして
いくことです。
皆さまがいてこそのMY
English Schoolです。それを
常に心に留め、新しい年を
迎えたいと思っています。
皆さまに感謝しつつ、
2013もどうぞよろしくお願
いいたします。
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る （ ）ケンブリッジ児童英検を東根市職業訓練センターにて４校合同で
実 しました。ケンブリッジ英検はイギリスのケンブリッジ大学によって実施され
る、 み 書き 聞く・話す」の全てのスキルを国際的基準で評価する試験で、
で されている英語検定です。
今年度は各校の小学生クラス・中学生クラスから18名の生徒さんが受験されまし
た。
当日の朝は緊張した表情の子供達でしたが、クラスのお友達や担任の先生に会うと
リラックスできたようで、集中して午前中のテストに臨んでいました。午後は福島
県からお越しいただいた試験官のスティーヴン・ホーランドさんとのスピーキング
テストを行いました。とても優しい試験官の先生と和やかな雰囲気の中行われ、日
頃のレッスンの成果を発揮できていたようです。
実施後のアンケートより、「また来年も受験したい」「目標ができる」「自信につ
ながる」「楽しかった」という感想をたくさんいただきました。
先日イギリスより賞状が届き、受験された皆さんのもとに届けられました。その結
果から、マイの生徒さんはスピーキングがとても優れているということが表れてい
ました。全体平均で4ポイント（5ポイント満点）と、大変驚かされる結果でした。
その反面、読み・書きについては平均2.7ポイントと、スピーキングやリスニングに
比べると苦戦していることが明らかになりました。
この結果を踏まえ、次回の職員会議では読み・書きの指導法について話し合われま
す。授業の質の向上につなげていきたいと考えております。
来年もケンブリッジ英検を実施する予定です。Finding Out 3以上の生徒さんは是非挑
戦してみてください！
去 11/11 日
施
「読 ・
・
世界各国 採用

天童校の大人のクラスへ通う生徒さんから、先日準一級を受け
て見事合格した、という喜びの声をいただきました。これも毎
週かかさず行っていたレッスンのおかげだといってご報告して
くださいました。本当におめでとうございます！これからも目
標を持って頑張っていって欲しいと思います。
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Kids’ Christmas Party 2012
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（ ）にMYの３大イベントであるキッズ・クリスマス会が行われまし
た。 0 の ども達の参加に中、会は開催されました。オープニングが終わ
ると、 に身を んだPat先生が現れ、三味線の演奏を聞かせてくれました。子ど
も は皆、
そうにPat先生の奏でる音に耳を傾けていました。曲は有名な津
の と、クリスマスソング２曲、そして花笠音頭でした。
後半は子ども達が待ちにまっていた、ケーキのデコレーションを行いました。MY
がモットーとしている、コミュニケ―ションを通しての英語教育はイベントの中
でも強調され、日本語を介さずしての説明、またやりとりが行われました。ケー
キやトッピングが欲しい時は先生に英語で聞く、作っている最中に先生がきてい
ろいろと質問をするなどたくさんのコミュニケーションをとりました。子ども達
は活きた英語を、楽しい時間の中でたくさん使っていました。
1 月16日 日
総勢9 名 子
袴
包
達
興味深
軽 民謡

Christmas Party for adults
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( に、山形市スズラン街にあるHawaiianDiningBar nachina
townにて大 のクリスマスパーティーが行われました。12名もの方が参加してくだ
さり、トレビアクイズで大変盛り上がりました。配布された用紙に答えが書いてい
るというハプニングはありましたが、お酒の力も借り皆さん楽しんで英語を話され
ていたようです。参加された皆さんありがとうございました！

1 月15日 土)
人

