
 
 

 
8 月は多くのクラスで復習を行いました。幼児クラスでは 3月から

7 月までに習った語彙やお歌などを行いましたが、皆さんしっかり覚
えてくれていて感心しました。特に今年度から取り入れているモニタ
ーを見ながらのお歌では、振り付けだけでなく歌詞もきっちりと歌う
ことができ、英語をリズムに合わせて覚えることの効果を実感してい
ます。歌った後のアクティビティの時間や帰る時に歌を口ずさんでく
れている生徒さんもいるほどです。9月からはまた新しいお歌になり
ますので、楽しみにしていてくださいね！ 
小学生のクラスでも復習をすることで、今までの内容を応用できる

ようになってきていると感じました。リピート練習をしなくてもカー
ドの絵を見るだけで単語が答えられたり、英検の問題に挑戦できるよ
うになったりと成長を感じます。単語テストも徐々に慣れてきてお
り、高得点がとれるようになってきました。中級 1 年目のクラスでは
3問のテストを行っていますが、少しレベルアップをしてもいいかな、
と考えています！もうすぐ幼稚園、学校も始まります。忙しい時期で
はありますが、この夏の頑張りをベースにさらにレベルアップしてい
きましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、楽しい夏休みが過ごせましたか？ アナップで会うたびに、どんど

ん焼けていく皆さんを「きっと楽しい夏休みを過ごしているのだな」と嬉し

く思って見ていました。先生たちは皆さんがたくさんのことを体験して、い

ろんなことを学んでくれていると、とても嬉しいのです。学校やアナップで

は学べないことにたくさん出会うと、それは皆さんが大人になるための栄養

になります。栄養をたくさん吸収すると、生きていくための力になります。

夏休みが終わった後も、いろんなことに興味を持ってください。そしてそこ

で学んだことを、ぜひ外国人の先生たちに教えてあげてください。伝えたい

ことがあると英語を話すための材料になります。たくさん話して英語の力を

ぐんぐん伸ばしてくださいね！ 

また、暗唱大会を終え皆さんの表情に良い変化がありとても感動していま

す。授業中もより積極的に参加してくれるようになり、皆さんの成長を間近

で見られることを幸運に思っています。 

 
 
 ACTA 校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日程 時間 レベル 

５級 

9/24 

(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 

【申込開始日】 

10 月英検受験予定者：9月 11日（月）１１：３０～   

10 月英検受験予定の無い生徒：9月 12 日（火）１１：３０～ 

（定員に達し次第締め切らせて頂きます。ご了承下さい。） 

【申込方法】 

ACTA西宮校 0798－63－2000 までお電話下さい。※アナップ生を対象とした無料講座です。 

【会場】 

 西宮北口駅周辺のアップ系列の教室。 

2017年度第 2回英検に先がけ、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。皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 



 
 

 
 

The aquarium had many tanks which are devoted to different areas of Pacific Rim. I could observe so many 

sea animals such as dolphins, penguins, giant spider crabs, jellyfish, ground eels, and so many other 

interesting marine lives. The biggest attraction at this aquarium is the whale shark in the main tank, 

surrounded by various other sharks and rays which occasionally chased each other around. There’s also a 

fish tank which contains mainly stingrays. They allow people to touch the fish in this tank. The aquarium is a 

great place to explore and learn about sea animals. I would recommend this attraction!  

（水族館には環太平洋地域の様々な地域ごとの多くのタンクがありました。イルカ、ペンギン、高脚蟹、ク

ラゲ、うなぎ、その他多くの興味深い海の生物がいました。この水族館の一番の目玉はメインの水槽にいる、 

ジンベイザメで、時折追いかけっこをしている他のサメやエイなど

に囲まれていました。またスティングレイ（アカエイなど毒棘を持

つエイの種類）をメインにした水槽もありました。この水槽の中の

魚には触れることができます。水族館は海の動物のことについて探

究し、学ぶことのできる素晴らしい場所です。皆様にもお勧めしま

す！） 

 

アクタ西宮校 0798-63-2000 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

８、９月のお休み 

・ 8月 29日（火）～31日(木)及び 9月 18日（月）、

9 月 22 日（金）～23 日（土）は特別プログラ

ム実施のため、英検講座・オーダーメイド以外

の平常授業はお休みです。 

・ 9 月 19 日（火）～21 日（木）は休館日です。

授業・受付共にお休みです。 

 

 

Ashley先生はいろんな外国語を勉強したことがあるようです♪ 

Y: Hey, do you have any plans for the Obon week? 
A: Yes! I’m going to Seoul to eat and relax and maybe  

shop a little.  
Y: Nice! I know you love Korean singers. Can you speak  

Korean, by the way? 
A: Somewhat! I studied Korean a long time ago, before  

I even studied Japanese. 
Y: Do you know any other languages? 
A: Well, I studied Spanish, French, and German in high  

school and Turkish in university, but I can’t really  
speak them. I just really like learning how languages work!  

Y: That’s really interesting! 

Y: お盆は何か予定ある？ 

Ａ : うん！ソウルに行って食べ物を楽しんだ

り、くつろいだり、少し買い物もするかな。 

Y: いいね！韓国の歌手好きだもんね。ところ

で、韓国語は話せる？ 

A: まぁまぁかな！ずっと昔、日本語を勉強す

るよりも前に、韓国語を勉強したよ。 

Y: 他にも何か話せる？ 

A: 高校でスペイン語、フランス語、ドイツ語、

大学でトルコ語を勉強したけど、そんなには

話せないかな。言語の仕組みを学ぶのが好き

なの。 

Y: おもしろいね！  （Y: Yumiko / A: Ashley） 

 

 

 

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！ 

 

Virgo おとめ座 August 23 – September 22 

Virgos are always paying attention to smallest details and 

their deep sense of humanity makes them one of the most 

careful signs of the zodiac. Their methodical approach to 

life ensures that nothing is left to chance. Virgos are often 

tender but also very careful.（おとめ座は常に小さなことにも気

を配り、深い人間性を持っているので１２星座の中で最も注意深い星

座です。何事も系統的アプローチで進めるので、いちかばちかという

ことはありません。おとめ座は優しいところもありますが、とても注

意深いです。） 

Greatest Overall Compatibility: Pisces, Cancer 

Strengths: Loyal, analytical, kind, hardworking, practical  

Weaknesses: shyness, worry, overly critical of self and 

others, all work and no play 

Virgo likes: Animals, healthy food, books, 

 nature, cleanliness 

Virgo dislikes: Rudeness, asking for help,  

taking center stage 

（気の合う人：うお座、かに座 強み：忠実、分析力がある、親切、

勤勉、現実的 弱点：内気、心配性、自分、他人に批判的、仕事ばか

りで遊びがない 好きなもの：動物、健康的な食べ物、本、自然、清

潔 嫌いなもの：無礼、助けを求めること、注目を集めること） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loan 先生は海遊館がお気に入りだそう
です。 


