先日、第 1 回目の英検が実施されました。今までにもお伝えしてきた通
り、今回から 3 級と準 2 級に英作文が導入されています。練習のときに
は、先生に教えてもらったり、辞書を使ったりしながら文章を書くことも
できますが、本番では、自分の頭の中にある単語や表現だけで作文を書か
なければなりません。そこで大切になるのが、頭の中の英語の引き出しで
す。ではその引き出しをどうやって作っていくのか…その一つの方法とな
るのが、PiCK コースで 7 月最終週に行われる「暗唱大会」です。
暗唱大会では皆さんに絵本の一部を覚えていただきますが、その中には
英語の重要な表現がたくさん含まれています。初級では see の過去形の
saw、中級では接続詞 When を使った表現、上級では What a ～.の感嘆
文や仮定法の表現などがあります。暗唱大会を通して、楽しみながら英語
の引き出しを作り、英検の作文や面接にも役立てていきましょう！

●英検のエキスパート日本人講師による強力サポート
英検を知り尽くした日本人講師が頻出ポイントを徹底解説し、皆さんを合格に導きます。
●本番２週間前の無料模試
実際の試験さながらの模試を行い、採点の後、日本人講師が丁寧な解説を行います。
●丁寧なライティング添削システム(3 級～2 級)
3 級以上に導入されたライティングで高得点を取得するテクニックを指導します。
●３級以上に実施される面接対策は無料
３級以上、一次試験合格者に実施される面接の対策をアナップでは無料で行います。
模擬面接を繰り返し行い、万全な状態で本番に挑むことができます。
（二次試験日：11/12）
●アナップは英検準会場登録校
試験当日はアナップのスタッフが試験監督する ACTA 西宮校周辺の会場で、リラック
スして受験して頂けます。
（準１級は本会場のみで受験可能です。
）
■学費・教材費 (税抜)

上でもご紹介しましたが、今月の 4 週目には暗唱大会が開催されま
す。大勢の前で発表するのは誰でも緊張するものです。今回はご家庭
でできる 3 つの対策をご紹介いたします。
①マイページの動画を利用
英文を見ながら、アナップのネイティブ講師の朗読を聞くことが出来
ます。絵本のような動画で、楽しみながら練習することが出来ます。
②５つの質問(上級は６つ)の練習
暗唱の前に”How are you?”など５～６つの質問があります。返答
を決めて何度も練習しておくと、本番でも平常心で答えることができ
ます。
③暗唱の練習
マイページの動画である程度練習したら、実際に暗唱してみましょう。
読んでみると、うろ覚えな所がわかってきます。最初は難しいですが、
繰り返し練習するうちに自然と口から出てくるようになります。
暗唱大会では様々な賞をご用意しているので、がんばりましょう！

級

時間

4・５級

７０分

月学費（W 受講生） 月学費（ｵﾌﾟｼｮﾝ生）

8,500 円

12,000 円

３級

8０分

9,000 円

準２級

９０分

10,000 円

13,000 円
15,000 円

２級

９０分

10,000 円

15,000 円

教材費
４・５級：2,905 円
3 級：3,286 円
準２級：4,000 円
２級：3,950 円

※オーダーメイドレッスン受講生もレギュラーコース W 受講生と同じ割引が適用されます。

■開講日＆時間 ACTA 西宮校
級

開講曜日

時間

初回授業日

５級

15：20-16：30
18：50-20：00
18：50-20：10

7 月 15 日（土）

準２級

（土）
（火）
（木）
（金）

7 月 14 日（金）

２級

（水）

19：00-20：30
19：00-20：30

４級
３級

7 月 4 日（火）
7 月 6 日（木）
7 月 5 日（水）

※ 月ごとの入学が可能です。※無料体験レッスンを受け付けております。

Alicia 先生にとって料理は実験？！

I like cooking, but I must confess, I’m a lazy cook. I don’t like to spend too much time in the kitchen. I would
rather be doing other things, like watching Netflix, studying Japanese and drumming. For that reason, I’m
always looking for ways to stream line the cooking process. I want to buy a slow cooker, but they’re
expensive, so I have to make do with what I have. So, what do I have? Not a lot, but I do have a rice cooker.
I do a lot with my rice cooker. One of my favourite things to do is to make cakes. That’s right. You didn’t
misread. I make cakes in my rice cooker. You see, my Major is science. I like to experiment. I like to try new
things. Cooking rice in a rice cooker is boring. Everyone can do that. But how about cakes, frittatas and
curries? I have and it’s super easy! Why not try it yourself?
（私は料理をするのが好きです。でも告白しなければなりません。私は料理をするのが面倒なのです。キッチンで長い時間
を過ごすのが好きではないし、その時間をむしろネットフリックスを見たり、日本語を勉強したり、ドラムを叩いたりと他
のことに使いたいのです。そういう理由で、いつも料理の過程がわかるストリームラインを探しています。スロークッカー
が欲しいのですが、値段が高いので、手持ちのもので何とかする必要があります。私が持っているものって？（調理用具は）
あまり持っていませんが、炊飯器ならあります。炊飯器を使って色々なことをしています。
お気に入りの一つはケーキを作ることです。そうです。読み間違いではありません。炊飯器でケ
ーキを作るのです。ご存知のとおり、私の専攻は科学です。実験が好きなのです。新しいことに
挑戦するのが好きなのです。炊飯器でご飯を炊くなんてつまらない。誰にでもできることです。
でもケーキや、フリッターやカレーはどうでしょう？私は作ったことがありますが、とっても簡
単なんです！ぜひ皆さんも挑戦してみてください！）
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： My favorite thing about summer in Japan is the
festivals.
：How many festivals have you been to ?
：That’s a difficult question. I’ve lost count.
：Wow, what are your top three festivals?
：Awaodori in Tokushima, Danziri matsuri in Kishiwada,
Aioi Peron matsuri in Aioi. But I really want to go to
Nebuta matsuri in Aomori this year. I want to write
about it.
：For what?
：I want to make a travel blog about Japan. I want to
experience unique things in Japan, like visiting a sumo
training house, and write about it.
：Wow, great! I hope it all goes well!

Cancer かに座 June 21 - July 22
. Cancer is very emotional and sensitive, and they care
about family and home. Cancer is sympathetic and is very
attached to the people who surround him/her. One of his/her
greatest strengths is persistent determination. Cancer doesn't
have great ambitions, because they are happy and content to
have a loving family and tranquil and harmonious home.
They often take good care of their co-workers and treat
them as family.（かに座はとても感情的で繊細で、家族や家庭を大
切にする。共感しやすい性格で、周りの人との結びつきが強い。長
所の一つは決断したことは最後までやり通すこと。かに座は、家族
の幸せやささやかでも仲の良い家庭があれば満足するので、大きな
野望は持たない。同僚も家族のように大切に扱う。）

Greatest Overall Compatibility: Capricorn, Taurus
Strengths: Tenacious, highly imaginative, loyal,
emotional, sympathetic, persuasive
Weaknesses: Moody, pessimistic, manipulative
Cancer likes: Art, home-based hobbies, relaxing near or in
water, helping loved ones, a good meal with friends
Cancer dislikes: Strangers, any criticism of Mom, revealing of
personal life
（気の合う人：やぎ座、おうし座 強み：粘り強い、想像力に富む、
忠実、感情的、共感しやすい、説得力がある弱点：気分屋、悲観的、
人を操る 好きなもの：芸術、家でできる趣味、水辺でリラックス、
好きな人の手伝い、友達との楽しい食事 嫌いなもの：知らない人、
母親を批判されること、個人的なことを暴露されること）

Alicia 先生が祭りについて話してくれました。

A

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！

A ：私の好きな日本のことは祭りなの。
Y ：いくつの祭りに行ったことがあるの？
A ：むずかしいね。 もう数えてないのよ。
Y ：わぁ、あなたにとっての上位３つ祭り教えてく
れる？
A ：徳島の阿波踊りでしょ、岸和田のだんじり祭り
に、相生市の相生ペーロン祭りね。でも、今年
本当に行きたいのは青森のねぶた祭りなの。そ
れについて書きたいのよ。
Y ：何のために？
A ：日本国内旅行についてのブログを作りたいと思
っていて、相撲部屋を訪ねるというような、他
とは違う特別なことを経験して、そのことにつ
いて書きたいの。
Y ：すごいね！ すべてうまくいくといいね！
（A:Alicia、Y:Yuka）

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

７月のお休み
・ ６月２９日（木）～７月１日（土）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。
・ ７月１７日（月）は休館日です。授業・受付共に
お休みとなります。

アクタ西宮校 0798-63-2000

