新年度が始まりまもなく一か月。新しいクラスにはもう慣れましたか？
新しいことばかりで、難しさを感じることもあるかと思いますが、語学に
大切なのは継続と繰り返しです。そのためにはご家庭での学習が大切なポ
イントとなります。そこで、今年度からご家庭での学習をさらに充実させ
るため、幼児クラスでは家庭用教材を導入したり、小学生以上のクラスで
は毎回の単語テストを導入したりしています。お家でも英語に触れる機会
が増えることは英語力アップの近道です。また幼児クラスから中学・高校
生クラスの皆さんにはマイページにテキストの単語やご家庭でも使って
いただける教材をアップしています。何度も動画を
見れば、自然と単語やフレーズが覚えられますよ。
ぜひご活用くださいね！ご質問やご要望がございまし
たらいつでもご相談ください。

今年度から、中級以上の小学生 PiCK コースと PiCK S コースでは単
語テストを行っています。皆さんはどのように単語テスト勉強をして
いますか？実は単語の勉強に決まった方法はなく、見ているだけで覚
えられるという子もいれば、何度も何度も書いて覚えるという子もい
ます。ですが皆さん、一つ忘れていることはありませんか？それは、
「声に出すこと」です。
確かに単語を見てつづりさえ覚えてしまえば、単語テストで点数を取
ることはできるかもしれません。ですが、皆さんは点数を取るために
英語を勉強しているのではありませんね。皆さんは将来、自らの道具
として、英語を使っていくことになります。そして
英語を使うためには、単語の意味とつづりだけでは
なく、発音も知っている必要があります。単語の勉
強の際には、声に出しながら発音も同時に覚え、
使える英語を身に着けていきましょう♪

アナップ 英会話
開講日状況
各講座、開講日スケジュールをご
覧いただけます。（最新の情報は
受付にてご確認ください。
）

アナップ生用マイページ
ID：生徒コード
初期パスワード：生年月日
(例：20100110)

年間カレンダーや幼児カリキュラムコースの動
画、PiCK コースの音声などをお送りしています。

生徒の声
皆さんのお声を募集しています！是非ご協力下さい。

新しくアナップに仲間入りした Loan 先生をご紹介します。

Hello! My name is Loan Tran and I am very excited to be working at Anup. It’s going to be full of fun and
learning. The next few months are sure to be busy as we explore and grow together. Let’s have a fun year
together!
I want to know all about you, but first I would like to tell you a few things about myself. I was born in Vietnam
and raised in Ireland. I have a BA degree in Hospitality and Tourism. I also have a certificate in teaching
English. One of my favorite hobbies is to travel around the world. I am always on a quest to meet new
people and learn about their language and culture.
I am looking forward to meeting the students and their parents too.
（こんにちは！私の名前は Loan Tran で、アナップで働くことにとてもわくわくしています。楽しさいっぱいで多くのこと
を学ぶでしょう。これから数か月は、手探りの状態で共に成長していくことで忙しくなるでしょうが、一緒にこの一年を楽し
みましょうね！皆さんのことを知りたいですが、まずは私のことを少しご紹介します。私はベトナムで生まれてアイルランド
で育ちました。観光およびホスピタリティ（おもてなし）の文学士号を持っています。また英語教師の資格もあります。
私の趣味の一つは世界を旅してまわることです。いつも新しい人に出会い、彼らの言語や文化を学ぶことを
探し求めています。生徒の皆さん、そして保護者の皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！）

Shervy 先生の帰国に伴い、後任として Loan 先生がアナップに仲間入りしました。
Shervy 先生の最終勤務日は 3 月 27 日（月）となります。
Loan 先生とも楽しくお勉強していきましょう！よろしくお願いいたします！

春と言えば花見！

Kevin 先生にお花見について聞いてみたよ！

A: Kevin, have you ever been to Hanami?
K: Yes, I try to go every year, if I can.
A: Where did you go last year?
K: I went to Osaka Castle Park with a large group of friends.
A: Oh? What did you do there?
K: Like many others, we enjoyed looking at the cherry blossoms
while eating, drinking and talking!
A: It sounds fun! How about this year?
K: This year, I would like to check out the Shukugawa area to see
the flowers. I’ve heard it is another great option for the Hanami
season.
A: Shukugawa area is the best place for Hanami! What do you think
about this tradition?
K: It is one of my favorite experiences in Japan that is quite
unique to the culture, and creates memories that will last a lifetime.

A: ケビン、お花見に行ったことある？
K: あるよ、できるものなら、毎年行こうと思っている
んだ。
A: 去年はどこに行ったの？
K: 大勢の友達と大阪城公園に行ったよ。
A: そうなの？ そこではどんなことをしたの？
A: みんなと同じように、桜を楽しんだよ。食べたり、
飲んだり、おしゃべりをしながらね！
A: それは楽しそう！今年はどうするの？:
A: 今年は、夙川あたりを見て回りたいと思っているん
だ。
A: 夙川は花見にぴったりの場所だね！
この伝統についてどう思う？
A:日本でのお気に入りの体験の一つさ。日本文化特有
で、一生ものの思い出ができるよ。
（A: Ayumi / K: Kevin）

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！

ARIES

おひつじ座 March 21 - April 19
As the first sign in the zodiac, the presence of Aries
almost always marks the beginning of something
energetic and turbulent. They are naturally brave and
rarely afraid of trial and risk. They possess youthful
strength and energy, regardless of age and they perform
tasks in record time. （１２星座の一番目なので、何かが起こ
る時の発端になりやすい。生まれつき勇敢で試練やリスクを恐れな
い。年齢に関わらず若さ溢れる強さとエネルギーを持ち合わせ記録
的な速さで物事を進める。
）

Greatest Overall Compatibility: Libra, Leo
Strengths: Courageous, determined, confident,
enthusiastic, optimistic, honest, passionate
Weaknesses: impatient, moody, short-tempered,
impulsive, aggressive
Pisces likes: Comfortable clothes, taking on leadership
roles, physical challenges, individual sports
Pisces dislikes: Inactivity, delays, work that does not
use one's talents
（気の合う人：天秤座、しし座。強み：勇敢、決意が揺らが
ない、自信がある、やる気がある、楽観的、正直、情熱的 弱
点：忍耐力がない、気分屋、短期、衝動的、攻撃的 好きな
もの：心地よい服、指揮を取る、肉体的な挑戦、個人競技 嫌
いなもの：活動しないこと、遅れること、才能を使わずにい
ること）
（参考：English Hacker, Astrology-zodiac-signs.com）

３月、４月のお休み
・ 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。
・ ４月２９日（土）～５月７日（日）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

