
 
 

 

今年度から幼児クラスでは、モニターを見ながらテキストにあるお歌を

歌っています。YouTube でも動画が見られるので、マイページで URL

をご紹介しています。生徒の皆さんはそれを使って予習復習をしてきて下

さっているので、楽しくスムーズに授業が進められています。 

今月の Smiley クラスでは「I want a cake!」という歌を練習していま

す。モンスターが「おなかがすいた！ケーキがほしい！」という歌なので

すが、モンスターだけに音楽もダンスも少し怖くて不気味な雰囲気です。

先日のレッスンでは、ある生徒さんがその画面を見て「Scary!（怖いよ！）」

と英語で叫び、先生たちもびっくりしました。この単語はお歌には出てき

ませんが、今月のレッスンに出てくる単語です。また、とてもシャイだっ

た生徒さんが画面を食い入るように見ながら、お歌を楽しく歌い踊ってく

れるようにもなり、自信を持って授業に臨んでくれるようになりました。

このようにお家でも英語に触れて頂くことで、英語の表現が自然に出てく

るようになったり、効果が出てきたりしていると感じます。ぜひ今後もお

家での英語学習を継続して頂きますようご協力お願い致します！ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年度第 1 回英検に先駆け、アナップでは模擬試験を実施いたします。実際の試験さな

がらの模擬試験を行い、採点の後、日本人講師が丁寧な解説を行います。模擬試験から英検

本番までは 2 週間。この時期に試験形式で自分の実力を測り、本番までの調整に役立たせま

しょう。6 月に受験予定のない方も受けることができるので、是非挑戦してみてください！ 

【実施日】5 月 21 日（日） 

【場 所】進学館 西宮北口校 南館  

（阪急西宮北口 南改札口を出て徒歩１分） 

 

【申込み開始】 

英検受験予定者 5 月 8 日（月）11：30～ 

受験予定の無い方 5 月 9 日（火）11：30～ 

【申込み方法】ACTA 西宮校（0798-63-2000） 

までお電話ください。 

 

 日程 時間 レベル 

５級 

5/21

（日） 

１４:００－１５:３０ 

（模試５０分・解説４０分） 

中学 1 年生修了程度 

約 600 語レベル 

４級 
１０:００－１１:５５ 

（模試６５分・解説５０分） 

中学 2 年生修了程度 

約 1,300 語レベル 

３級 
１５:４０－１７：５０ 

（模試８０分・解説５０分） 

中学卒業程度 

約 2,100 語レベル 

準２級 
１４：１０－１６：５０ 

（模試１００分・解説６０分） 

高校 2 年生修了程度 

約 3,600 語レベル 

２級 
１０:１０－１３：００ 

（模試１１０分・解説６０分） 

高校卒業程度 

約 5,100 語レベル 

※ 定員がございますので、ご希望の方はお早めにお申込みください。 
※ お一人につき、一講座のみお申込みいただけます。 

※ アナップ生を対象とした無料講座です。 

 

 学校では新学期が始まり、小学校・中学校・高校１年生のみなさんは、

ようやく学校に慣れてきたところでしょうか。今まで以上に勉強が難し

く、戸惑うことも多いかと思いますが、ここアナップからみなさんのこと

を応援しています。アナップは３月から新学期がスタートしています。２

か月が経ち、少しずつ分かることが増えてきましたね。イキイキと答えを

発表する姿がとても微笑ましいです。覚えたことをもっと記憶に残してい

ただくために、ゴールデンウィーク中に、ご家庭で復習をしていただきた

いと思います。英語力向上にとても効果的です。１日に１５分間だけでも

英単語を読み返したり、一度解いた問題に挑戦しりすると良いと 

思います。英語の力を伸ばすのはとても地道な作業です。授業以 

外の場所でどれだけお勉強するかが、カギ 

となります。いっしょに頑張っていきましょう！  
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アクタ西宮校 0798-63-2000 

 

 

 
 

 Coming from Kentucky, the first thing people usually associate with my home state is the 

restaurant Kentucky Fried Chicken. I have become a Kentucky ambassador of sorts in trying to 

dispel the myth that Kentucky is all about chicken. For example, did you know the famous 

statesman, Abraham Lincoln, was born in Kentucky and spent his early childhood there? In fact, 

the one room log cabin that he was born in is preserved as a National Park. Additionally, one of the 

world’s greatest heavyweight boxers, Muhammad Ali, was also born and raised in Kentucky. His 

mantra was “float like a butterfly, sting like a bee” and he was nicknamed “The Greatest”. The 

famous actors George Clooney and Jennifer Lawrence are also born and bred Kentuckians. I’m 

proud to share a state with so many great people. If you’d ever like to know more about Kentucky, 

don’t hesitate to ask me! （ケンタッキー出身と聞くと、皆さんが私の故郷と最初に結びつけるのはケンタッキーフラ

イドチキンのお店だと思います。お粗末ながらケンタッキー大使として、ケンタッキーがチキンだけだという皆さんの神話を

払しょくできればと思います。例えば有名な政治家アブラハム・リンカーンがケンタッキーで生まれ、幼少時代を過ごしたこ

とをご存知でしたか？実際、彼が生まれたワンルームの丸太小屋は国立公園に残されています。さらに世界最高のヘビー級ボ

クサーの一人、モハメド・アリもケンタッキーで生まれ育ちました。彼の真言は「蝶のように舞い、蜂の 

ように刺す」、そしてニックネームは「ザ・グレーティスト（最も偉大な人物）」です。有名な俳優のジ

ョージ・クルーニーやジェニファー・ローレンスもまた生粋のケンタッキー人です。このような多くの

素晴らしい人と同じ州出身であることを誇りに思います。もし、皆さんがもっとケンタッキーについて

知りたければ、遠慮なく私に質問してくださいね！） 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

４月のお休み 

・ 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。 

 

 

 

もうすぐゴールデンウィーク！Ivan先生に予定を聞きました。 

Y: Do you have any plans for the Golden week? 

I: Yes, I will be attending an Aikido seminar in Nagano. 

Y: Do you have any other plans besides that? 

I: Well, actually I do. One of my friends is coming to visit me from  

Australia. 

Y: Wow, That’s exciting. What are you planning to do? 

I: My friend has never tried proper Japanese Sushi. So I would like 

 to take him to a good Sushi restaurant.  

Y: That’s a good idea! Has he been to Japan before? 

I: No, it is his first time visiting Japan.  

Y: Why did he decide to visit Japan? 

I: He is currently learning Japanese and he loves watching Anime. 

Y: I hope he will enjoy Japan. 

I: Me too!. 

Y: ゴールデンウィークには何か予定はある？ 

I: 長野の合気道合宿に行くよ。 

Y: その他にも何か予定はある？ 

I: うん。オーストラリアから友達が来てくれるんだ。 

Y: わぁ、それは楽しそうだね。何をする予定なの？ 

I: その友達は日本の本格的なお寿司を食べたことがな

いんだ。だから良いお寿司屋さんに連れて行ってあ

げたいと思ってるよ。 

Y: いい考えだね！彼は日本に来たことはあるの？ 

I: ううん、日本に来るのは初めてだよ。 

Y: どうして日本に来ることにしたのかな？ 

I: 彼は今日本語を勉強していて、そしてアニメを見る

のが大好きなんだよ。 

Y: 日本を楽しんでくれるといいね。 

I: そうだね！ 

（Y: Yumiko / I: Ivan） 

 

  

 

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！ 

Taurus おうし座 April 20 - May 20 

Powerful and reliable, Taurus is the first when it 
comes to harvesting the fruits of his labor. They 
love everything that is good and beautiful, and they 
are often surrounded by material pleasures. （パワフ

ルで頼りがいがあるおうし座は努力の結果を生み出すこと

となると一番です。良いもの、美しいものが何でも大好き

で、時に物質的な喜びに満たされることもあります。） 

 

Greatest Overall Compatibility: Scorpio, Cancer  

Strengths: Reliable, patient, practical,  
devoted, responsible, stable  

Weaknesses: Stubborn, possessive, 
uncompromising  

Likes: Gardening, cooking, music, romance, 
 high quality clothes, working with hands 

Dislikes: Sudden changes, complications, insecurity 
of any kind, synthetic fabrics） 

（気の合う人：さそり座、かに座。強み：頼れる、我慢強い、

現実的、献身的、責任感が強い、安定している 弱点：頑固、

所有欲が強い、妥協ができない 好きなもの：ガーデニング、

料理、音楽、ロマンス、高品質な服、手先を使う仕事 嫌い

なもの：突然の変化、複雑なこと、不安になること、合成繊

維）      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ashley 先生の出身地には有名人がいっぱいです。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLj47O-e7KAhWII5QKHfVuB0UQjRwIBw&url=http://matome.naver.jp/odai/2144298303507251201/2144298598210696503&psig=AFQjCNEKLruZKmH-veANeHZ3NGZhYZeF-g&ust=1455253872289209

