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April 2017
MEP Schedule
April（4 月）
(木) 13th- MEP members meeting
(火) 18th - Easter event cut-off
(火) 25th - MEP leaders cut-off
(水) 26th - MEP leaders meeting
(木) 27th - MEP Easter Event!

Issue #3

Welcome Back Everyone!
The weather is getting warmer and warmer and the snow is slowly melting away. I have to admit I was very happy to
see the grass again! In a few weeks I think we can expect to see many flowers blooming and beautiful colors after a
long winter. The days are getting longer and you know what that means… BBQ time is here! I can just imagine the
taste of delicious grilled meat. I can’t wait anymore!
Of course, that also means the new school year has begun! I am sure everyone is excited to be in new classes and
make new friends. I am really looking forward to meeting the new first year students and teaching with new teachers. I
hope we can all get to know each other better and enjoy many classes together this year!
天気はだんだん暖かくなってきて、雪はゆっくりととけて消えつつあります。草がまた見えるのは本当に嬉しいです。あ
と何週間で長い冬が終わり、たくさん花が咲いて、きれいな色を見るのが楽しみです。日はだんだん長くなってきていま
す。みんな、意味が分かりますか？それな！BBQ タイム、来た～！おいしくグリルされた肉の味を想像します。もうがま
んできません！！
もちろん新学年も始まりました！みんなは新しいクラスと新しい友達作りのために、おそらくわくわくしているでしょ
う。僕は新一年生と会って、新しい先生と一緒に教えることが楽しみです。僕の今年の望みは一緒にたくさん授業をエン
ジョイしてお互いを良く知ることです。

About MEP
This month, we look forward to meeting the new MEP leaders and
friends as well as welcoming the new English teachers – Mrs.
Sawada, Mrs. Yoshida, and Mr. Sekiguchi. I know everyone will
give them a warm welcome and make them feel at home.

Lunch Chat Time (LCT)

LCT Schedule
April（4 月）
―

誰でも参加できる

We are also looking forward to holding the first MEP event of the
year – the Easter Event! Please sign up by the 18th and join us for
a fun and creative experience painting Easter eggs and searching
for chocolate eggs. I can’t wait to see all of the interesting egg
designs this year!

(火) 25th

(火) 16th 三年

(木) 18th 一年

今月、われわれは新しい MEP Leaders や Friends と会うことと、新
しい先生たち（澤田先生、吉田先生、関口先生）を歓迎することが
楽しみです。暖かく迎えて、MEIKO をふるさとのように感じてほし
いです。

(火) 23rd 二年

(木) 25th 三年

さらに今年の初めての MEP イベントを楽しみにしています。そのイ
ベントはイースターイベント！４月１８日までに申込書に名前を書
いてください。一緒にエッグペインティングをして、チョコエッグ
探しをして、クリエイティブで楽しい経験をしましょう。今年の面
白いデザインを見るのが待ちどおしい！

(木) 27th

Let’s have a fun and exciting 2017!

May（5 月）
―

学年分ける

(火)

9th 一年

(火) 30th 一年

Another activity we are starting again is Lunch Chat Time!
Please come on down to the English Office on the first
floor at 12:40 to join me for lunch! Let’s chat, play games,
and enjoy eating lunch together. Don’t be shy! It’s a
relaxing time.

(木)

11th 二年

もう一つ復活するアクティビティは Lunch Chat Time。１階
の英語科準備室に 12:40 に来て、一緒に昼ごはんを食べまし
ょう！英語で話して、ゲームをして、ごはんをエンジョイし
ましょう！恥ずかしがらないでください。その時間はリラッ
クスする時間です。
みんな今年を楽しくてエキサイティングな 2017 にしよう！

