いよいよ２０１６年度も最後となりました。入口に掲示してある「中学
３年生で英検１級合格」というポスターが大きな刺激になったのか、今年
度は今までよりも、皆さんの英検に対する熱意を感じることが多かったよ
うに思います。英検１級は一般的には「大学卒業程度」とされていますが、
実際にはネイティブでも知らないような単語が出題されたり、二次試験で
は与えられたタイトルの中から一つを選んで一分間で二分間のスピーチ
をし、それに対しての質疑応答をしなければならないなど大変難易度の高
いものです。大人でも合格は難しい級ですが、しっかり準備を積んでいけ
ば決して叶わない夢ではありません。もちろん英検合格だけが目標ではな
く、それを目指すことで英語を自分のスキルとして身につけていくことが
大切ですが、具体的な目標は大きな原動力となります。皆さんが目標を達
成し、さらに大きな夢を持てるようにスタッフ一同、新年度もサポートし
ていきたいと思っています。新年度もどうぞよろしくお願い致します！

新年度がいつから始まるのか、ご存知ですか？3 月６日（月）
からです。１から勉強を始めるというのは、ワクワクしますね。
さて、３月から MI-1 以上のレベルの授業では、単語テストの実施
を始めます。その理由は、2017 年度６月からの英検３・準２級では、
新しくライティングが追加されるからです。英語の意味を正しく覚え，
英語のスペルを正しく書ければ、英検合格に、より近づくことができ
ます。そのための実施というわけなのです。そこで、単語を覚える方
法をご紹介しましょう。①正しいスペルで書けるようになるまで何度
も練習。②日本語を見て英語で答える練習。③お家の人はお友だちに
日本語の意味を言ってもらい、それを英語で答えるクイズのような練
習。④１日に○回（回数は決めてください）単語を読む！と決めて毎
日実行する。というものです。人間の脳は一度覚えたことを忘れてい
きますので、負担にならない方法で、ぜひ毎日続けてもらえれば、き
っと皆さんの力になりますよ！

洋書や英字新聞を読んでみませんか！
今年も４月より『大人のための英語読書会講座』を開講します。それに先立ち、無料体験講座を実施し
ます。学生時代に学んだ英語をもう一度やり直したいと思っている方から、将来洋書や英字新聞を自分
の力で読んでみたいと思っている方まで、どんな方でも大歓迎です。人気の洋書や英字新聞を題材に英
語学習の第１歩を踏み出しましょう。

この春は大人向け
の講座が充実！

●各講座案内●
（Ⅰ）日本文化を読む

この講座では、日本文化を紹介する洋書“A Geek in Japan”を４ヶ月、全 12 回でその一部を抜粋し、英語の
読み方を学んでいきます。 2016 年、訪日外国人観光客は 2000 万人を突破し、４年連続で過去最高を更新し
ています。世界中で日本への注目度が高まる中、私たち日本人自身が自国文化を見つめ直す時期が来ていま
す。自国文化を外から眺め、今まで気がつかなかった日本を再発見しましょう！
（Ⅱ）英文経済記事を読む
この講座では Wall Street Journal を中心に、Japan Times、International New York Times などの様々な英
文経済記事を読んでいきます。「英文を読む力」を養いながら、「経済の基本的な用語」を理解できれば一石二
鳥！世界共通の英語で経済用語を身につけておくと、海外からのニュースに触れたときの理解度も変わってき
ます。 イギリスの EU 離脱、アメリカのトランプ大統領就任と共に、2017 年、世界は新たな激動の時代の幕開
けとなりました。混沌とする時代を、世界経済の観点で、私たちが生きる時代がどのような形になるのかを皆さ
んで読み解いていきませんか。
講座名

開講日時

日本文化を読む

3/17, 4/7（金）13:00～14:30

英文経済記事を読む

3/18, 4/8（土）13:00～14:30

場所

アナップ ACTA 西宮校
研伸館西宮校５F
English Space

TOEIC スコアアップのためには情報処理能力を高める必要があります。そのためには英語学習を日常生活の
中に組み込んでしまうことです。この TOEIC 講座では、理論に裏打ちされた実践トレーニングを行うこともさるこ
とながら、受講生のライフスタイルに合わせた英語学習法も指導します。
講座名

TOEIC 対策講座

開講日時

（土）10：40-12：10

学費

１７，０００円（税別）

Kevin 先生は日本のお寿司に衝撃を受けたようです！

One of the biggest surprises I got when I first came to Japan was the huge differences I discovered
between the western and native versions of Japan’s signature culinary cuisine. Sushi is one of the first
things that comes to mind when people think of Japan. Japanese restaurants around the world almost
always feature or include it on the menu.
The western (mostly American) version of sushi is nearly dominated by large elaborate “roll sushi” which
uses ingredients rarely, if ever, found in authentic original Japanese sushi. Some examples of these roll
types are: California Rolls, Spider Rolls, Rainbow Rolls, Spicy Tuna, Caterpillar, Philadelphia etc.
These western creations can include things like avocado and cream cheese along with many types of
sauces since western diners prefer bold colors and strong flavors. It was a huge shock to me since every
place I’d ever been to abroad advertised the big rolls, even over the traditional sashimi or nigiri style,
whereas in Japan it’s quite the opposite. Luckily I enjoy all types and encourage everybody to try all different
styles if possible.（初めて日本に来た時に最も驚いたことの一つは、日本独特の料理が西洋でみるものと日本で見るものと
で大きく違うことでした。日本について考えるとまず思い浮かぶものに寿司があります。世界中の日本食レストランでは、た
いていどこでもメニューに寿司を目玉商品として扱っています。/西洋の（主にアメリカの）寿司は、日本の本物の寿司では
まず見られない材料を使った大きく、手の込んだ「巻きずし」が主流を占めています。いくつか例を挙げるとカリフォルニア
ロール、スパイダーロール、レインボーロール、スパイシーツナ、キャタピラー、フィラデルフィアなどです。/西洋人は大
胆な色使いと濃い味付けが好きなので、上記の西洋の巻きずしはアボカドやクリームチーズなどと
様々なタイプのソースを使っています。海外ではどこに行っても、伝統的な刺身やにぎり寿司より、
この大きな巻きずしが宣伝されていたのに、日本では全く逆だったことは私には大きな衝撃でした。
幸運なことに私はどのタイプのお寿司も楽しんでいますし、他の人たちにも食べられるなら、全て
のタイプを試すようにと勧めています。
）

3 月末にカナダに帰国する Shervy 先生に今の気持ちを聞きました！
Y: You’re leaving! What will you miss about Japan?
S: There are many things I will miss! People, food, places, and
much, much more!
Y: What will you miss the most?
S: ANUP and my amazing students!
Y: That’s so sweet! What are your future plans when you
go back home to Canada?
S: I would like to continue to teach English.
Y: Who do you want to teach English to?
S: Anyone who wants to learn! I especially love teaching young
children!
Y: That sounds fun! I wish you good luck with that! Any advice
for ANUP students?
S: Don’t be afraid to speak up and make mistakes. That’s what
learning is all about! And most of all, have fun!

Y: 帰国の日が近付いてきているね！日本の何を恋しく思う？
S: それはたくさんあるよ！人、食べ物、場所、他にもたくさ
ん！
Y: 一番恋しく思うのは何かな？
S: アナップと素晴らしい生徒たちだよ！
Y: 素敵！カナダに戻ってからは何をする予定なの？
S: 英語を教える仕事を続けたいと思っているよ。
Y: 誰に英語を教えたい？
S: 英語を学びたい人なら誰でも！特に小さい子どもに教える
のが好きだよ。
Y: 楽しそうだね！頑張って！アナップの生徒たちに何かアド
バイスはある？
S: 声に出して話すことや、間違いを恐れないで。それが学ぶ
ということだからね！そして何より、楽しむこと！
（Y: Yumiko / S: Shervy）

日本で言う血液型占いのように、英語圏では 12 星座によっ
て性格占いをすることがあります。ぜひご自分の星座をチェ
ックしてみて下さいいね！

PISCES

うお座 February 19 - March 20
Pisces are very friendly, so they often find themselves
in a company of very different people. Pisces are
selfless, they are always willing to help others, without
hoping to get anything back.
Greatest Overall Compatibility: Virgo, Taurus
Strengths: Compassionate, artistic,
intuitive, gentle, wise, musical
Weaknesses: Fearful, overly trusting,
desire to escape reality
Pisces likes: Being alone, sleeping, music, romance,
visual media, swimming, spiritual themes
Pisces dislikes: Know-it-all, being criticized, the past
coming back to haunt, cruelty of any kind
（うお座の人はとてもフレンドリーで、自分とは全く違う人
と友達になることもよくあります。うお座は無私無欲な性格
なので、見返りを求めず喜んで人助けをします。
気の合う人：おとめ座とおうし座。強み：情け深い、芸術的、
直観的、優しい、賢明、音楽が好き・長けている 弱点：心
配性、信じやすい、現実逃避しやすい 好きなもの：一人に
なること、睡眠、音楽、ロマンス、視覚的なメディア、水泳、
精神的なテーマ 嫌いなもの：知ったかぶりする人、批判さ
れること、繰り返し蘇る過去、残虐なこと全て）

（参考：English Hacker, Astrology-zodiac-signs.com）

３月のお休み
・ ３月１日（水）～４日（土）及び３月２８日（火）
～３１日（金）は英検講座、オーダーメイドレ
ッスン、チットチャット以外は休講です。
・ ３月２１日（月）は休館日です。授業・受付共
にお休みです。

アクタ西宮校 0798-63-2000

