TES Times
SadHappy /SadHappy
It is with conflicted
emotions that I write this.
It has been a great few
months here; winter
wasn’t too bad, which is
always good for me, and
we had a great charity
event and raised an
incredible amount of
money for cancer
charities. A huge thank
you to everyone involved
in that. My head was cold
at first, but my hair is
growing back!

As ever, whenever a
teacher leaves, we need
to find a replacement.
Seinead’s replacement
is a girl from Iowa in
America, the same state
as Nicole came from.
Her name is Sara
Bladestorm, she is a fully
qualified ESL teacher,
with a few years’
experience teaching,
and has spent the last 9
months teaching English
in China. We are looking
forward to having her
But Seinead and Darren
are leaving, and anytime a work here. She is
married with a one-yearteacher leaves, it is a
great sadness for us. We old baby. The whole
family are coming here,
wish them both well and
which is exciting. In
hope to hear from them
addition to Sara, who will
often. Also we want to
wish Seinead’s mother all arrive on April 14th, we
will also have another
the best in her fight with
new member of staff
cancer. Hopefully
Seinead’s return will give from May, and this one
comes from a lot closer
her a boost.

Welcome to 2012

than Sara! In fact, a lot of
you already know her.
We are happy to say that
Madoka Otsuka, whom I
taught when she was a
high school student, will
be coming to work here at
TES. Madoka has taught
for many years at
Yamaha’s kids English
school, and will be joining
us as our “Children’s
Education Coordinator”. We are very
excited that Madoka has
decided to join TES, and
look forward to working
with her to improve the
already excellent service
we offer kids and their
parents.
So, we are sad to lose
Seinead and Darren, but
are happy that the school
continues to move
forward, and with the 2
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new staff members, I
believe we can make
your experience at
TES even better.

News from Yoko
春です！去る 3/24 のガン支援のチ
ャリティパーティでは本当に多くの
皆様から、ご寄付、ご参加頂き、本
当にありがとうございました。受講
生の方々を始め、講師の方々、メア
リー先生のご友人、海外からも家
族・友人・元講師の方々などからも
ご協力を頂き、現在までに、日本円
で￥122,715 の寄付金が集まりまし
た。Web 上には海外からも寄付がで
きる「Just Giving」のページも設
け、そちらには現在までに、480 ポ
ンドの寄付金が集まりました。今回
の寄付先の一つである、キャンサー
リボンズ事務局からは、『この度は
沢山のご寄付を本当にありがとうご

ざいます。あたたかいお気持ちに
NPO スタッフ一同感謝の気持ちでい
っぱいです。患者さんのために使わ
せていただきます。』とお礼のメー
ル頂きました。シネイド先生のご家
族からもお礼のメッセージを頂きま
した。皆様のご協力のお蔭です。日
本ではまだ少ない「楽しみながら、
チャリティに参加する」というコン
セプトをこれからも実践できていけ
たらと思っています。イベントの様
子は、当スクール facebook、また
ロビーにも写真がはり出してありま
すのでどうぞご覧ください☆
さて４月と言えば、新学期、また新

しい一年の始まりです。当スクー
ルにも、この春から新しいスタッ
フが２名加わります！新講師・ス
タッフの紹介はニュースレターの
最後のページをご覧ください。ま
た 4 月は高田公園でお花見パーテ
ィも予定しています。詳細は次頁
以降にある通りですが、4/21 のお
花見パーティでは、シネイド先生
の後任のセーラ先生も参加の予定
です。当行のイベントは通常、
土・日の週末に行われることが殆
どですが、今回は平日にもお花見
パーティを開催いたします。皆さ
んで一緒に楽しみましょう！
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Spring Event: Cherry Blossom Party
♣♣♣
① 日時：2013 年 4 月 11 日（木）
時間：12p.m.～ .
集合場所：当スクール
② 日時：2013 年 4 月 21 日（日）
時間：13p.m.～ .
場所：高田公園

♣♣♣
やっとお花見の季節がやってきまし
た当校でも恒例のお花見パーティ
を今年も開催します。
皆さんお弁当や飲み物を持ち寄って
ピクニックを一緒に楽しみましょう
♪今回は２度・平日と週末に分けて

パーティを行います。シネイド先生
の帰国直前の最後のパーティでもあ
りますし、新講師のセーラ先生も日
本に来て初めてのパーティ参加とな
ります☆お友達やご家族等お誘い合
わせの上、どうぞお越しください。
場所は、昨年と同じく、美術館横の
芝生のエリアをブルーシートで確保
する予定です。
4/11（木）お昼 12：00 からのパーテ
ィですが、雨天の場合はレストラン
（場所未定）を予約いたしますの
で、4/9（火）までに受付にお申込下
さい。
4/21（日）13：00 からのパーティも
ご参加の方は、前日までにご連絡下
さい。雨天の場合は教室に移動いた
します❤

Next Holiday Schedule
当校の次のお休みは GW 休業です。期間は以下の
通りです。

2013 年のＴＥＳ年間休日カレンダーを配布してい
ます。まだもらっていない！という方は、お手数
ですが、受付までお知らせください。

2013/4/28 (Sun) ～2013/5/5 (Sun)
5/6（月・振替休日）からの通常営業です

One Year Already!
I can`t believe it has already been
one year since we came back to
Japan. Time flies when you are
enjoying yourself! As I have written
before, coming back to Joetsu was
like “putting on an old pair of
slippers”, meaning it felt familiar
and comfortable. This is
true ,however it has also been a
steep learning curve in some
ways, as I have had to get used to
dealing with Faye and Emma
going to Kindergarten. Sending
children to nursery in Scotland is
very easy and no preparation is
needed: but in Japan it’s very
different. It has taken me almost a
year to get used to all the things

the girls need to take with them
every day!! Cutlery,
handkerchiefs, oshibori, smock,
gym shorts and t-shirt, indoor
shoes and, depending on the
season, pool bag or ski bag. And
that’s not to mention the futon set
and change of clothing bag and
also the notes , letters and daily
diary!!!! Anyway I think I know
the routine now and will be more
prepared for this new year in
April. Faye will be nenchu san
and Emma will still be in the
tsubomi class as her birthday is
not until April.
I am looking forward to year 2

By Nicola Maruyama

and hope to enjoy it even more now
that I’m on top of the Kindergarten
prep. Hope to see you all at the
Ohanami party next month.
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Bye for now!

By Seinead and Darren

This unfortunately will be our last entry into the TES Times,
because,as I’m sure you’ve all heard, sadly we are both
going back to Scotland very soon. We had planned to stay until
at least late summer, but with the upsetting diagnosis of
Seinead’s mother we had a very difficult choice to make.
Coming to live so far away from home was a scary prospect for
us both, but since arriving here both of us have been
overwhelmed with the kind and friendly students and staff at
TES, it has made our time here a very enjoyable one, and made
it feel like a home from home. This kindness and generosity shone through at the charity party, all of
us were shocked and overjoyed at the final amount which we all managed to raise. This money will
be going towards 2 very deserving causes, and everyone’s donation helped, we can’t say thank you
enough! The 2 of us have very mixed feelings about going home, and would’ve really enjoyed
staying on. We are however both very excited to be seeing our family and friends again, and sharing
the stories of our adventures in Japan with them, which there are too many to list! We thank you also
for teaching us about Japan and your culture; we are definitely leaving Japan with lots of great
memories that we will never forget, and we hope we have taught you a few new things as well!
Fingers crossed we get a chance to say goodbye to everyone face to face but if we don’t please be
assured that we will both miss you all very much, and we really hope to have the chance in the future
to come back. Thank you all again, Bye for now!

3 月 24 日に行われた TES・
Touch of Pink チャリティー
パーティーには、本当に沢山
の方々にご参加、ご協力を頂
き本当にありがとうございま
した！受講生の皆さまはもち
ろんのこと、素敵な演奏でパ
ーティを盛り上げてくれた、
まどかさん夫妻、えみこさ
ん、みゆきさん、松田さん。
そして東京からこのチャリテ
ィの為に、坊主になる決心を
した、メアリー先生！当日飛
び入りで坊主になって下さっ
た今川さん。そして手作りク
ッキーや T シャツを購入頂
き、シェイブ？オークション
で皆さんが見事に競り落とし
て下さったお蔭で、沢山の寄
付金が集まり、また楽しい一
時を過ごすことができまし
た。スタッフ一同心から感謝
申し上げます☆Thank you so
much for your support!!
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Takada English School
943-0824 上越市北城町 3-5-5
コスモスシティ内 2Ｆ
Phone: 025 523 4788
Fax: 025 520 4008
E-mail: enquiries@takadaes.com

次回の TOEIC® IP テストの日程が決まりました！！
当校で受験のチャンスがある、ＴＯＥＩＣ®IP テスト。次回のテスト日は 6/9（日）に決定いた
しました。今回受験される方は、受験料を添えて、受付にお申込ください。ＴＯＥＩＣ®IP テス
トの評価は公開テストと全く同じです。ＩＰテストは公開テストより割安ですので、この機会を
お見逃しなく！年齢制限はありません。
TOEIC テストはリスニング（45 分間・100 問）、リーディング（75 分間・100 問）、合計 2 時
間で 200 問に答えるマークシート方式の一斉客観テストです。出題形式は毎回同じで、解
答はすべて問題用紙とは別の解答用紙に記入します。テストは英文のみで構成されてお
り、英文和訳・和文英訳といった設問はありません。サンプルテストも受けられますのでご
相談下さい！
TOEIC®IP テスト

あなたの町の英会話

受験日：2013 年 6 月 9 日 （日）
テスト開始時間： 10：00 から 12：00
（受験日・時間は応談いたします）

We’re on the Web!

申込締切日：5 月 24 日まで

www.takadaes.com

じゃあ、
いつ受けるの？

❤ Welcome New Staff !! ❤
4 月 14 日に来日予定のシネイド先生の
後任講師をご紹介いたします。
お名前はセ-ラ・ブレ-ドストーム先生
偶然にも前講師のニコール先生と同じ
アメリカ・アイオワ州出身の先生で
す。母国の大学にて第二外国語教育の
修士号を取得後、英語講師として、ア
メリカと中国で外国人に英語を教えて
きました。2013 年 4 月より高田イング
リッシュスクールの専任講師として、
主にシネイド先生のクラスを引き継ぎ
ます。
以下、Sara 先生から皆様へのメッセー
ジです。

Name:
Age:

Sara Bladestorm
24 years old

Nationality:

U.S.A.

Likes: I love learning history,
culture, and languages. I enjoy
watching movies and spending
time with my family. I also really
like to play card games and
board games.
Dislikes: I don't like to wait in
lines, and I don't like bad smells.
Favorite food: I really love
spaghetti. I also like sushi. I like
fruits and vegetables, too.
Thing to try in Japan: I really
want to try many different kinds
of Japanese foods. I want to
meet new friends and have
fun. I'm excited to see the
Japanese cherry blossoms for
the first time. I'm also thinking of

会場： 高田イングリッシュスクール

受験料：￥4,040-

trying skiing or snowboarding
for the first time if I can find
the courage.
I'm really looking forward to
meeting you all, and I hope
we can learn many things
from each other.
また、日本人ス
タッフも新たに
1 名、今年５月
より当校に迎え
ることになりま
した。お名前
は、大塚まどか
さん。イベントのお手伝いや、昨
年の秋からは、お仕事も少しお手
伝い頂いていたので、もうご存知
の方も多くいらっしゃると思いま
す。５月からは受付業務の他、ま
どかさんの長年の経験を生かし、
主にキッズクラスのコーディネー
ターとして皆様のクラスをサポー
トいたします。どうぞ宜しくお願
いいたします.

