お気づきの方も多いと思いますが、アナップの教室をリニューアル致し
ました！（ちなみにリニューアルは英語では「更新」という意味で、正し
くは renovation と言います）皆さんによりよい環境でお勉強に集中して
頂けるよう壁、床、机、椅子の大部分を一新しました。今週は壁、今週は
床、といったように、毎週少しずつ変わっていく様子に生徒の皆さんもわ
くわくしてくれていました。特に一番奥の壁に大きなアナップのサインを
見た時は「わぁ！」と大きな声が上がっていました。また手前の教室では
様々な形態に対応できるよう机を個別のものにしたり、壁一面にホワイト
ボードを設置したりしました。椅子には荷物が置けるように工夫していま
す。ある研究によると、勉強する「環境」は思っているよりも大きな影響
があるそうです。この成果を感じられるかは皆さん次第。しっかり成果を
生み出せるよう今月も頑張っていきましょう！

8 月限定

校外生様対象の講座です。ご友人やご兄弟にご紹介ください！
☆ネイティブ外国人講師による 50 分授業
素晴らしい吸収力を持つ幼児期にネイティブ講師による英語のシャワーを浴びることで、
ネイティブのような発音を身につけることができます。
☆日本人講師のアシスタント
アシスタントの日本人が常に入ることで、しっかりとお子様をサポートし、
授業後にはその日の学習内容やお子様のご様子を報告いたします。
☆ダンスや歌を使って楽しく学びます
4 歳からは映像を観ながらダンスを踊ります。
ご家庭でも動画を観ることができるので、英語の単語や

2020 年から大学入試が変わろうとしてきていることはご存知でしょ
うか。現在の大学入試では全問マーク式のセンター試験や大学ごとの
記述試験が設けられていますが、英語に関して一般入試でスピーキン
グ力を問う大学はほとんどありませんでした。ところが今後、英語の
試験の 4 技能化が予定されており、英検や TOEIC、TOEFL などが使
われる見込みとなっています。これに伴い、英検協会は 2018 年 8 月
の運用開始をめざし、英検 4 技能 CBT（名称未定）を開発しているこ
とも発表しています。
「大学入試は自分には関係ない」と思っている人
もいるかもしれませんが、皆さんが社会に出るころには今よりももっ
と、英語ができて当たり前の時代になっているかもしれません。
アナップでは今まで通り、皆さんの英語の 4 技能をバランスよく伸ば
すサポートをしていきますので、安心して先生たちについてきてくだ
さい！

フレーズを歌と一緒に自然に覚えることができます。
☆安心の振替制度
都合が悪くなったり、急な体調不良でも安心。同月内でお振替いただけます。

月学費
教材費
入学金

通常 11,000 円 → 9,500 円(税抜)
不要
※9 月以降継続受講の際は 4,800 円(税抜)
不要 ※9 月以降継続受講の際は 10,000 円(税抜)
対象クラス

曜日

時間

キディベア(2013 年 4 月～2014 年 3 月生まれ)

月

13：10～14：00

スマイリー(2012 年 4 月～2013 年 3 月生まれ)

水

13：00～13：50

ハッピー(2011 年 4 月～2012 年 3 月生まれ)

金

11：40～12：20

※上記日程でご都合がつかない場合、レギュラークラスにお入りいただくことも可能です。

グルメな Kevin 先生の紹介で Ivan 先生が訪れたのは…？

Recently, I went to a very delicious Chinese restaurant which Kevin Sensei recommended. This
restaurant serves very authentic Chinese food especially `Peking Duck` which is one of my favorite
meals. One of the highlights of the meal is the way it is eaten. Firstly, the chef will carve the whole duck
in front of the customers. Next, the meat is eaten with spring onion, cucumber and sweet bean sauce
with pancakes rolled around the fillings. The leftover meat is made into duck soup and with stir fry
vegetables. This course is enough for two to three people. I highly recommend this restaurant.
（最近、私は、ケビン先生お勧めのとてもおいしい中華料理のレストランに行きました。このレストランで
は、私の大好物の一つである「北京ダック」を名物とした本物の中華料理を提供しています。この食べ物の
注目すべきところはその食べ方にあります。まずシェフが丸々一羽の北京ダックを
お客様の前で削ぎます。次に、肉の部分をネギ、キュウリ、甘い豆のソースと
一緒にパンケーキで巻いて食べます。残った肉はスープにされ、揚げ野菜と
混ぜます。このコースは２，３人で十分の量です。このレストランは本当に
お勧めです。
）

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！

Leo しし座 July 23 - August 22
People born under the sign of Leo are natural
born leaders. They are dramatic, creative,
self-confident, dominant and extremely difficult to resist.
They can achieve anything they want, whether it's about
work or time spent with family and friends.（しし座に生まれ
た人は生まれながらのリーダーです。ドラマティックで、クリエイ
ティブ、自信にあふれ、人の上に立ち、抵抗するのは難しい相手で
す。欲しいものは、仕事や家族・友人との時間どちらに関しても全
て手に入れることができます。）

Greatest Overall Compatibility: Aquarius, Gemini
Strengths: Creative, passionate, generous,
warm-hearted, cheerful, humorous,
Weaknesses: Arrogant, stubborn, lazy, inflexible
Leo likes: Theater, taking holidays, being admired,
expensive things, bright colors, fun with friends
Leo dislikes: Being ignored, facing difficult reality
（気の合う人：みずがめ座、ふたご座 強み：想像力に富む、情熱的、
寛大、心が温かい、陽気、ユーモアにあふれる 弱点：傲慢、がんこ、

Loan 先生が牛丼について話してくれました。
A : What are your favorite Japanese dishes?
L : I love gyudon!!
A : Where did this gyudon addiction come from?
L : One time I accidently walked past the shop on my way
back home and that was when I was introduced to
gyudon.
I didn’t know what gyudon was. Now I know I love it!
A : Who would you recommend this dish to?
L : I would like to recommend this dish to my family and
friends because it is easy to eat and affordable
A : What other kinds of food would you like to try in Japan?
L : I would like to try “sukiyaki”. Because my friends have
recommended this dish and I heard good review about
it.

怠け者、融通が利かない 好きなもの：劇場、休暇、尊敬されること、

A ：好きな日本料理はなに？
L ：私は牛丼が大好きなの！
A ：どこから、その牛丼好きは始まったの？
L ：家に帰る途中にある店をたまたま通り過
ぎたの。それが牛丼との出会い。牛丼が
何か わ から なか っ たけ ど 、 今は 大 好き
よ！
A : この料理を誰にすすめたい？
L：私の家族や友達にすすめたいわ、だって牛
丼は食べやすいし、安いから。
A ：他に日本で試してみたい料理はある？
L：すき焼きを食べてみたいわ。友達がすすめ
てくれて、すき焼きのよい評判も聞いたから
ね。
（L:Loan、A:Ayumi）

値段の高いもの、明るい色、友達と楽しむこと 嫌いなもの：無視さ
れること、難しい現実に直面すること）

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

８月のお休み
・ ８月１４日（月）～８月１９日（土）は休館日で
す。授業・受付共にお休みとなります。
・ ８月２９日（火）～８月３１日（木）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。
・

アクタ西宮校 0798-63-2000

