
今年のハロウィンはコスチュームコンテストも 

あり、例年に増して生徒さん達の気合が感じられました！保護者の皆さん、コスチュームの準備に 

ご協力いただき、ありがとうございました！ 

なりきり度１００％のハロウィンでした！ 



 

Dear K&F Family,  

     K&Fの皆さんへ 

We are moving to my wife’s home town Misato-shi in Saitama-
ken near Tokyo.  We are starting our own Eikaiwa! Sayaka’s parents have 
owned a Juku for over 20 years and we built a new school with enough rooms me and her parents.  It is a great op-
portunity so we are going to start our own school.  My new school name is  英会話TREE.  If any of you are travel-

ing in the Tokyo area and want to stop for a visit you are always welcome.  Please see the pictures of our new 
school as well.  We are really excited about this new chapter in our lives and very confident in our future company.   

この度、私達は妻の出身地であり東京の郊外にある埼玉県三郷市に引っ越すことになりました。英会話教

室を始めるのです。清佳の両親は20年以上塾を経営していて、新しく建て直した教室では塾と英会話、両

方を教えられる大きさです。この様な良い機会にも恵まれ、自分たちで教室を始めることにしました。教

室の名前は「英会話TREE」です。もし、東京へ旅行をするようなことがありましたら、いつでも遊びに来

てください。上に載せたのは、新しい学校の写真です。この私たち家族の新しい出発をとても楽しみにし

ていますし、将来の教室に期待しています。 

My time at K&F has flown by.  I’m sure you have seen me at many events and in the classroom.  When we first came 
here everyone made my family and I feel so welcome.  Everyone was eager to teach us about Hiroshima, and all 
there is to do here.  We quickly fell in love with the area.  Throughout our time here, everyone has gone out of their 
way to help us get involved in the community, and never forget to invite us to their own local events and matsuri’s. 
I’ve also picked up a great Hiroshima-ben accent.  You have all made your way into my mind and heart forever.  I 
will never forget all that you all have done for us. It is because of everyone here that we have learned enough to 
feel confident to start our own business.  I will also never forget how I’ve seen all of your English levels increase.  
Please keep studying for your future.  For all the adult students and parents, many of us have become good friends, 
I hope for us all to stay in touch.  As for the younger students, most of you are not only my friends but I care for you 
like you are my own children.  If I can ever do anything to help re-pay what you have done for us I am happy to help.   

私がK&Fで過ごした時間はあっという間でした。普段、お会いしない方もイベントやクラスなどで私の姿

を見かけたことがあると思います。最初にここに来たとき、皆さんは私と家族を歓迎してくれました。み

んな、広島の事や近辺で遊べるところを教えてくれました。私たちはすぐにここが気に入りました。私た

ちがここにいる間、皆さんは私たちが地域に密着出来る様心がけて下さったり、いつも地域でのお祭りに

招待して下さいました。そして、情緒ある広島弁も教えて下さいました。皆さんが私たちにしてくれたこ

とを決して忘れません。皆さんのおかげで、いろいろなことを学び、自分で教室を始める自信をつける事

が出来ました。私は皆さんの英語力が向上したことも忘れません。将来のためにも英語の勉強を続けてく

ださい。 大人の生徒さん、そして保護者の皆さんの多くとは良いお友達になることが出来ました。これ

からも連絡を取り続けることが出来る様願っています。子供の生徒さんとはお友達になることが出来ただ

けでなく、みんな自分の子供の様に思っています。もし、皆さんが私たちにしてくれたことにお返しを出

来るようなことがあれば、なんでもお手伝いさせてください。I am also excited to announce that Daniel 

sensei will be taking over my post as the Takehara vice-principal.  I have every confidence that he will keep K&F the 
best Eikaiwa in Hiroshima.  He is dedicated to his students, and school.  Please everyone welcome him as well as 
you did with me.  

I hope to hear from you all in the future.  Until then see you!!  

ダニエル先生が、竹原校の副校長として後を引き継ぐことになったことを皆さんにお知らせでき、嬉しく

思います。彼なら、これからもＫ＆Ｆが広島県で一番の英会話教室としてあり続けるようにできると確信

しています。それは、生徒さんに対してもＫ＆Ｆに対しても熱心だからです。 

どうか皆さん、私を温かく歓迎して下さったように、彼を宜しくお願いします。 

また皆さんから連絡を頂けたら嬉しいです。その日が来るまで、see you!! 

 

Sincerely, 

敬具 

Mark Smith 

Mark’s corner 



Though it has already been two years that I’ve been working in 

Mihara, it feels like only a short time. When I first heard that Mark-sensei 

was going to be leaving Takehara to start his own school, I felt that K&F 

would lose a really great teacher and leader. When Mark and Kevin asked 

me to consider stepping into those big shoes as the vice-principal of the Takehara school, I felt 

very honored, and that, though it was considerably more responsi-

bility, that my experience of working with Mark, and learning and 

sharing his passion for the Takehara school and its students had prepared me to take on this 

new role. To my students in Mihara, I will truly miss you, and I look forward to seeing you at 

future K&F events. I really enjoyed getting the chance to share part of your lives, attending 

sports festivals, cultural festivals, and class parties, as well as learning more about each of you 

while in the classroom. To my new students in Takehara, I’m looking forward to getting to 

know each of you personally. 三原で教え始めて２年が経ちま

すが、あっという間だった気がします。マーク先生が自分

で英会話教室を開くことを聞いた時、本当に素晴らしい講

師であり、リーダーである彼がＫ＆Ｆから居なくなってし

まうんだ、と思いました。マーク先生とケビン先生が、竹

原校の副校長としてやってみないかと声をかけて下さった

時、とても光栄に思うと同時に大きな責任を感じました。また、マーク先生と一緒

に働く中で、彼が持つ竹原校の生徒の皆さんへの情熱が伝わってき、その生徒の皆さんが、私がこれから竹原

校で副校長としてやっていく上での準備を整えて下さいました。三原校の皆さん、本当にさみしくなります

が、Ｋ＆Ｆのこれからのイベントでまたお会いできることを楽しみにしています。クラス以外の場でも、運動

会や文化的なお祭りなどを通して人生の一部を分かち合う機会を下さり、ありがとうございました。本当に楽

しませて頂きました。竹原校の皆さんとも、個人的に仲良くなれることを楽しみにしています。 

 For a little bit about me, many of you know my wife Junko, the office 

manager in Takehara, but one thing that many people are surprised to 

hear about is that we actually met in America, in Florida while working for 

the same company. We also got married in Florida, and soon after, moved 

to Japan. 少し私自身のことについてお話しさせて下さい。ほとん

どの方が、竹原校マネージャーである私の妻、順子をご存知だと思

います。私たちがアメリカのフロリダ州で同じ会社の為に働いてい

た時に出会ったことを聞き、驚かれる方もいらっしゃいますね。フロリダ州で結婚をした

後、日本に引っ越してきました。 

My main hobby is photography, and one of the things that I really like about Takehara is that there are many 

festivals. There are so many opportunities to be a part of the culture of Takehara, and also get to know my students at 

the same time. I’ve really enjoyed getting a chance to see so many of you while at the Tanabata Festival, and even some 

of the smaller Tengu festivals. If you know of a good festival (or any other picture taking opportunity) in or near Takeha-

ra, please don’t hesitate to tell me about it!  私の一番の趣味は写真です。竹原の大好きなところのひとつは、た

くさんのお祭りがあることです。竹原にも竹原文化を体験する多くの機会があり、そこで生徒さんに会うこと

もできます。七夕祭りでは、たくさんの生徒さんに会えたことが本当に嬉しかったですし、天狗が町を練り歩

く祭りでも何名か生徒さんに会えました。竹原内や近くでも、楽しいお祭り（良い写真が撮れそうな機会など

も）を知っている方は、是非教えて下さいね！ 

 My favorite Japanese food is Okonomiyaki, and Junko and I have really enjoyed getting the 

chance to try out some of the great Okonomiyaki restaurants in Takehara that some of you 

have recommended already. I’m sure that there will be many things to learn about living in 

Takehara, so yoroshiku onegaishimasu.  私は日本食の中でも、お好み焼きが大好きで

す。竹原校の生徒お勧めの美味しいお好み焼き屋へ行き、お好み焼きを満喫しまし

た。竹原に住んで学ぶことがたくさんありますが、どうぞ宜しくお願い致します。 

Daniel’s corner 



日毎に朝夕冷えるようになってきま

した。皆さん、体調崩されていないでしょ

うか？１１月と言えば、七五三ですね！可愛らしい七五三姿のお子さんを見ると、自然に

笑みがこぼれます。K& F にいらっしゃる七五三を迎えられる生徒の皆さん、おめでとう

ございます。これからも皆さんの健やかな成長が守られますように！  

１１月になると、恋しくなる「アメリカの母の味」があります。それは、感謝祭（Thanksgiving Day）のご馳走

です！感謝祭はアメリカとカナダの祝日ですが、イギリスからマサチューセッツ州のプリマス植民地に移住した

ピルグリムファーザーズの最初の収穫を記念する行事であると一般的に信じられています。現在、感謝祭は、たく

さんの親族や友人がたくさん集まる食事会となっています。主人のダニエルの実家でも、家族そろってのこの日の

食事をとても大切にしています。食卓にメインディッシュとして並ぶのは、七面鳥の丸焼き

や、角切りにしたパンを用いたスタッフィング（stuffing）です。切り分けられた七面鳥は、グ

レービーソース（肉汁ソース）や甘酸っぱいクランベリーソースを添えていただきます。デザー

トにはピーカンパイ（くるみパイ）やパンプキンパイが定番ですね。 

話は変わりますが、先月、親不知の歯を抜きました。抜歯後は噂に聞いていた程には腫れず

に、痛みもひどくはなく、助かりました。抜歯をして下さった歯科医の先生に感謝です！た

だ、「腫れと痛みで食べれなく体重が落ちた。」という話も聞いていたので、『これは親不

知ダイエットになるか！』と期待していたのですが…全くの期待外れでした。普段気が付かない事ですが、親

不知騒ぎで美味しくものを頂ける健康が与えられている事にジーンときました。ドンドン秋の味覚を楽しみた

いと思います！ 

OMのつぶやき～順子先生の巻～ 

  

 

三原校で、大人の生徒さんとパーティーをしました！メインとなったのは、なんと

ニック先生レシピで作る『本格派インドカレー』。イギリスと言えば、紅茶、ハ

リーポッター、イギリス王宮、ビッグベンなどを思い浮かべますよね。ところがニック

先生によると、「カレー通り」が存在しているそうです。カレーパーティーでは、ニック先生が

カレーシェフに！ココナツ風味のココナツミルク入りカレー、まろやかな生クリーム入りカレー、後味

さっぱりヨーグルト入りカレーの３種類を作り、ナンやご飯にかけていただきま

した！参加下さった皆さんのおかげで、とても充実したパーティーとなりまし

た。お集まり下さった皆さん、ありがとうござました！ 

１０月に竹原校の中高生イベントが

行われました。マーク先生、ダニエ

ル先生、由佳先生、順子先生と一緒

に、先ずはマクドナルドディナーで

腹ごしらえ。その後、ボーリング場

へ行きました！最高スコアは、先生

もかなわなかった１３０越えでし

た！楽しいひと時になりました！ 

マーク先生のコーチ！！ 

もう少しでストライク！ 

見よ！このフォームを！ 



  K&F イングリッシュアカデミー 
三原校（0848）67-5962  竹原校（0846）22-2948 

http://www.kf-ac.com/ 

 

November  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22  

スタッフ研修日 

23 24 25 26 

27 28 29 30    

   印の日はお休みです。 

Denmark has imposed a "fat tax" on foods such as butter and oil as a way to curb un-

healthy eating habits. The Nordic country introduced Oct. 1 the tax of 16 kroner (220 

yen) per kg of saturated fat in a product. The tax will increase the price of a burger by 

around 0.7 kroner (10 yen). The tax was approved by a large majority in Parliament in 

March as a move to help increase the average life expectancy of 

Danes.  

ーデンマーク、「脂肪税」を導入ー デンマーク政府は 10 月 1 日、国民の肥満解消を目的

に、飽和脂肪酸を一定以上含む食品を対象とした「脂肪税」の課税をスタートした。 

impose ：（税金などを）課す   curb : 抑える  eating habits ：食生活  

introduce ：〔～を…に〕導入する   saturated fat ：飽和脂肪   was approved ：承認された  

Parliament  ：国会  average life expectancy ：平均寿命   Danes ：デンマーク人 

‐Denmark Starts Taxing Fat‐  

最新映画 
マーガレットと素敵な何か 

毎日仕事に没頭し

て忙しい日々を送

るマーガレット

（ソフィー・マル

ソー）の40歳の誕

生日、公証人と名

乗る老人が一通の手紙を届けに現れ

る。その手紙は彼 女が7歳のころに未

来の自分にあてた手紙だった。両親の

離婚など少女時代のつらい思い出を心

の奥底に封じ込めてきたマーガレット

だったが、次々に届く過去 の自分か

らの手紙に次第に心を開いていく。  

１１月（１１/７ お月謝引き落とし分）は授業料に加え生

徒さんお一人につき、暖房費￥１，５７５を納めて頂く月

になっております。快適にレッスンを受けて頂くために

も、何卒ご理解の上、ご協力をお願いいたします。 

暖房費のお知らせ 

外国の食べ物はもちろん、様々な教材が揃っています！お家

で英語の本を読みたい方、車で英語の音楽を聞かせたい方お

ススメです！各教室にあります申込書にご記入ください！ 

Upcoming  

Events 

11/22はスタッフ 

研修会の為、 

お休みです。 


