
 
 

 

 ６月４日（日）。とうとう今年度第 1 回の英検が実施されます。合
格に向け、積み重ねた努力が実を結ぶように、最後の最後まで気を抜
かずに頑張り抜きましょう。あと少しです！ 
 
 PiCK・PiCKS コースのみなさんの英語力が少しずつ向上している
のを実感しています。単語テスト満点に向け、ご家庭で勉強を頑張っ
たり、答えの分かるものにはどんどん発表したりと、英語に対する姿
勢が以前よりもさらに積極的になってきました。ある生徒さん
は、”speak”,”talk”,”tell”の違いを尋ねてくれました。同じ「話す」と
いう言葉ですが、少しずつ「話し」方が異なります。疑問を持ち解決
しようとする姿勢にとても感動しました。また、クラスメイト同士で
教え合いながら問題を解く生徒もいました。人に教えるともっと英語
がわかるようになりますので、その姿にもとても感 
心しました。保護者の皆様に、そのような姿を見て 
いただく機会として、６月末に授業参観を予定して 
おります。皆様のご参加をお待ちしております。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英検エキスパート講師による丁寧な解説で、頻出ポイントを徹底的に練習します。 

6月 4日(日)の試験に向けて、大事なポイントをおさえよう！ 

対象 小学生以上 

担当 日本人講師 

学費 
校外生 3,500 円（税別） 

※校内
生 

2,800 円（税別） 

レッスン時間 60分 

開講校舎 アナップＡＣＴＡ西宮校 

入金方法 振込（アナップで口座振替登録済の場合は口座振替） 

※現在アナップでＰｉＣＫコースや英検講座を受講中の方 
 

 日程 時間 テーマ 

5級 5/29(月) 17：30-18：30 過去問演習 

4級 5/31(水) 17：30-18：30 過去問演習 

3級 5/31(水) 19：00-20：00 単語・ライティング 

準 2級 5/30(火) 19：00-20：00 単語・ライティング 

2級 5/29(月) 19：00-20：00 単語・長文読解 

※レッスン内容は変更される場合がございます。 
※振替レッスンはできかねますので、ご了承ください。 
※定員に達し次第締め切らせて頂きます。 

 

  学校の新年度が始まり、早くも 2 か月が経とうとしています。新しい

生活や新しいお友達にも少しずつ慣れてきたのではないでしょうか。ゴー

ルデンウィークが終わり、この時期は気持ちもゆるみがちになります。勉

強でも、習い事でも、目標を一つ決めるとやる気につながりますよ！ 

★おどろき！単語音声の効果★ 

今年度からマイページが始まり、ご家庭でも効果的に復習していただける

ようになりました。早くも、毎日練習している子、そうでない子に差が出

始めています！今回はその効果をお伝えしたいと思います。 

①つづりを覚えやすい！ 

視覚・聴覚を使って学習できるので、効果的に覚えられます。 

②初めて見る単語の発音もイメージできる！ 

綴りと発音をセットで学習することで、発音の規則性が身に付きます！ 

英検集中講座 



アクタ西宮校 0798-63-2000 

 

 

 
 

 I recently went to Australia on holiday. I ate a lot of food and bought a lot of things to bring back to Japan. 

Over half of my luggage was food! Most of it was made up of packets of Tim Tams. It’s true, I can buy Tim 

Tams in Japan, but only the everyday varieties. In Japan you can buy limited edition Kit Kats. In Australia, 

however, limited edition Kit Kats are rare. Likewise, limited edition Tim Tams are rare in Japan, whilst they 

are common in Australia. I bought the Black Forrest flavour as a souvenir for my work colleagues. Black 

Forest is a type of cake from Germany. The cake is made up of layers of chocolate sponge cake 

sandwiched with whipped cream and cherries. It is usually decorated with whipped cream, cherries and 

chocolate shavings. The limited edition Black Forest Tim Tam tastes just like this! I hope that my 

colleagues enjoy eating this delicious Australian treat. 

（私は最近、休暇でオーストラリアに帰省していました。たくさんのお料理を食べて、いろんなものを買って日本に持って

帰ってきました。私の荷物の半分以上は食べ物だったんですよ！そのうちのほとんどはティムタム（注：チョコレートでコ

ーティングされたビスケット。オーストラリアの会社が製造している。）でした。確かにティムタムは日本でも買えますがあ

りきたりのものしかありません。日本では限定のキットカットが買えますよね。ところがオーストラリアでは限定のキット

カットはなかなか手に入りません。同じように、限定のティムタムは日本では珍しいですが、オーストラリアでは当たり前

なのです。私は同僚のためにブラック・フォレスト味のティムタムをお土産として買ってきました。 

ブラック・フォレストとはドイツのケーキの一種です。このケーキはチョコレートのスポンジの 

層にホイップクリームとチェリーがはさまれていて、ホイップクリーム、チェリー、削られた 

チョコレートで飾られています。限定バージョンのブラック・フォレスト・ティムタムはまさに 

この味がするんです！同僚のみんながこのおいしいオーストラリアのお菓子を楽しんでくれたらいいなと思っています。） 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ５月のお休み 

・ ５月２９日（月）～３１日（水）は特別プログ
ラム実施日です。英検対策講座・オーダーメイ
ド・Chit Chat 以外の講座はお休みとなりま
す。ご確認ください。 

 

 

 

Kevin先生はニューヨーク・フェアに行ってきたそうです。 

M: I heard you went to the New York fair in Osaka, did you like it? 

K: Yes, it had a lot of things from back home. 

M: For example? 

K: Such as: American style foods, pizza, bagels, lobster rolls,  

and desserts. They even had pies like apple and cherry!  

M: Where was it held?  

K: It was located in the Hankyu Umeda Department Store. 

 They have events featuring different cities very often, 

 including the France and Hokkaido fairs. 

M: Have you been to any of the other events? 

K: I’ve been to the France fair twice, the Hokkaido fair numerous 

 times, but I’ve never been to Hokkaido in real life. It saves me a trip! 

It’s a good way to sample the local culture without actually visiting!  

 

 

M:大阪でニューヨークフェアに行ってきたって聞い
たよ。気にいった？ 

K：うん、故郷アメリカのものがいっぱいあったよ。 

M:例えば？ 
K:アメリカスタイルの食べ物、ピザ、ベーグル、ロ
ブスターロールにデザート。アップルとチェリー
のパイまであったよ！ 

M:フェアはどこであったの？ 
K 梅田の阪急だよ。しょっちゅう色々な都市をテー
マにしたイベントを開いているよ。フランスとか
北海道とか。 

M:ニューヨーク以外のイベントも行ったことある
の？ 

K:フランスフェアは 2 回、北海道フェアは何回も行
ってるね。実際に北海道に行ったことはないけど。
旅行する時間とお金の節約になるね！実際に行か
なくてもその土地の文化を試すのには良い方法だ
よ。（M:Megumi、K:Kevin） 

  

 

日本の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。ご自分の星座もチェックしてみて下さいね！ 

 

Gemini ふたご座 May 21 - June 20 

Expressive and quick-witted, Gemini represents two 

different sides of personality and you will never be sure 

with whom you will face. Gemini can be sociable, 

communicative and ready for fun, while on the other hand it 

can be very serious, thoughtful, restless and even indecisive. 
（表現豊かで迅速。ふたご座は二つの違った人格を持ってい

るので、どの人格が出るかは推測できない。ふたご座は社交

的で、コミュニケーション力に富み、楽しむことに関しては

いつも準備万 

端である一方、とても真剣で思慮深くなったり、 

そわそわしたり、優柔不断になることもある。） 

 

Greatest Overall Compatibility: Sagittarius, Aquarius 

Strengths: Gentle, affectionate, curious, adaptable, ability 

to learn quickly and exchange ideas Weaknesses: Nervous, 

inconsistent, indecisive Likes: Music, books, magazines, 

chats with nearly anyone, short trips around the town 

Dislikes: Being alone, being confined, repetition and 

routine 

（気の合う人：いて座、みずがめ座 強み：穏やか、優しい、

好奇心の強い、順応性が高い、物事をはやく学び、意見交換で

きる能力がある 弱点：神経質、矛盾がある、優柔不断 好き

なもの：音楽、本、雑誌、おしゃべり（ほとんど誰とでも物お

じせずに話せる）、街中の小旅行 嫌いなもの：一人なること、

引きこもること、繰り返しとルーティーン） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia 先生からのオーストラリアおみやげはもちろん…！ 

http://www.astrology-zodiac-signs.com/zodiac-signs/sagittarius/
http://www.astrology-zodiac-signs.com/zodiac-signs/aquarius/

