２学期が始まってから１か月がたちましたね。秋には、運動会や音楽会、
ハロウィンなどたのしみなイベントが盛りだくさんですね。たくさんの思
い出ができるよう、みなさんにはぞんぶんに楽しんでほしいと思います。
さて、アナップでも、１０月には大事なイベントがあります。それは・・・
第２回英検です！前回の英検から３か月、１０月の英検に向けて、がんば
ってお勉強してきた生徒さんも多いのではないでしょうか？英語を勉強
する中で、
「英検」という目標があれば、一層やりがいをもって勉強でき
ます。
１０月８日に本番、そして３級以上を受ける生徒は１１月に面接があり
ます。長い期間になりますが、ここで身に付けた英語はみなさんの宝物に
なります。今回受験する方はもちろん、今後受検予定の皆さんにも、英検
の問題は見ておいてほしいと思います。

第 3 回英検(1 月 21 日実施)対策講座
●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。
）

スマートホン用ログイン画面へ移行します。
ID：生徒コード
初期パスワード：生徒様の生年月日です。
(例：2000 年 1 月 1 日生まれの場合、20000101 がパスワードです。)

※アナップホームページからもマイページにアクセスできます。
※パスワードをお忘れの方は、アナップまでご連絡下さい。
【共通】
●年間スケジュール
new!●ハロウィンパーティーのご案内
【幼児】
●Little Bear 授業で学んでいるフレーズの音声付画像
●Kiddy Bear、Smiley、Happy のダンス動画
【小学生 PiCK コース】
●単語、スピーキングシート（宿題）の音声付画像

■学費・教材費 (税抜)
級

時間

月学費（W 受講生） 月学費（ｵﾌﾟｼｮﾝ生）

4・５級

７０分

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
■開講日＆時間 ACTA 西宮校

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

級

開講曜日

時間

初回授業日

５級

（土）
（火）
（木）
（金）
（水）

15：20-16：30
18：50-20：00
18：50-20：10
19：00-20：30
19：00-20：30

10 月 28 日(土)
10 月 24 日(火)
10 月 26 日(木)
10 月 27 日(金)
10 月 18 日(水)

４級
３級
準２級
２級

※ 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。

Kevin 先生がアメリカでのハロウィンの
様子を教えてくれました。

When I was a kid, each year the holiday of Halloween was a big deal! Both at school and at home,
there were a lot of events and activities, including: parties, costumes, games, decorations, sweets
and of course trick-or-treating! Candy and dressing up plays an important part as well. American
themes of Halloween can be everything from fun and cute, to downright terrifying. We love scary
things during this time of year and wearing masks to have fun. For children especially, going out
with friends and family to enjoy horror in a light hearted way is very important. We enjoy going
door to door asking for candy and treats and even having Halloween school activities such as
costume parties and contests. It is one of the most fun and important times of the year for
Americans. The stores and shops are overflowing with candy and props for dressing up as your
favorite character, and we still get super excited for it every year!! （私が子供のころはハロウィンのお
祝いはまさに一大事でした！学校でも家でも、パーティーや、ゲーム、デコレーション、お菓子そしてもちろん
トリック・オア・トリートなどのたくさんのイベントやアクティビティがありました。キャンディやドレスアッ
プも大きな役割を果たします。ハロウィンのアメリカでのテーマは、楽しいものからかわいいものや、本当に怖
いものまで何でもありです。この時期はみんな怖いものが大好きになり、面白がって仮面をつけたりします。特
に子ども達にとっては、友達や家族と気楽な感じで怖いもの楽しみに出かけるのもとても大きなイベントです。
お菓子をもらいにドアからドアへと訪ね歩いたり、学校での仮装パーティーやコンテストを楽しんだりします。
アメリカ人にとって、ハロウィンは一年の中でも最も楽しくて大切な時なのです。お店はキャンディやお気に入
りのキャラクターの仮装の小物で溢れかえり、毎年のことながら私たちはそれにとてもわくわくするのです！）

Ashley 先生♪

M: Hey! How was your trip to India?
A: It was fantastic! One week wasn’t enough.
M: Was it your first time there?
A: Actually, it was my third! I have a lot of close Indian
friends from my university days. This time I visited
some friends in the southern city of Bangalore.
M: Wow! What was the best part of your trip?
A: Definitely the food! South Indian food is different
from what we think of as Indian food. I didn’t have any
naan or curry. The food is based around lentils, rice,
and stews. My favorite is “dosa”, a thin pancake, and
“sambar”, lentil stew.
M: Sounds delicious! I’d love to try it!

M:インドへの旅行はどうだった？
A:最高だったわ！一週間では足りなかった！
M:インドへは初めて？
A:実は 3 回目なの。大学時代からのインド人の仲のいい友
達がたくさんいるんだ。今回は南部の都市バンガローに
いる友達を訪ねたの。
M:わぁ！旅行で一番よかったのは何？
A:断然食べ物ね！南インドの食べ物はみんながインド料理
と思っているのは違うのよ。私はナンもカレーも食べな
かったし。レンズ豆や、ごはん、シチューが中心なの。
お気に入りは「ドーサ」という薄いパンケーキみたいな
のと、「サンバール」という
レンズ豆のシチューね。
M:おいしそう！食べてみたいな！
（M:Megumi / 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！

Libra

てんびん座 September 23 - October 22
People born under the sign of Libra are peaceful and fair,
and they hate being alone. Libra-born prefers justice and
equality, and they cannot tolerate injustice. The ruling
planet of Libra is Venus, who is a lover of beautiful
things, so the quality is always more important than the
quantity for people born under the Libra sign. They are
cooperative by nature, so they often work in teams.（てんび
ん座に生まれついた人は平和を好み、公平で、一人になることを嫌い
ます。てんびん座は正義と平等を好み、不正を許せません。支配星が
美の女神ビーナス（金星）なので、量よりも質を求めます。生まれつ
き協力的で、チームで働くこともしばしばです。）

Greatest Overall Compatibility: Aries, Sagittarius
Strengths: Cooperative, diplomatic, gracious, fair-minded,
social
Weaknesses: Indecisive, avoids confrontations,
will carry a grudge, self-pity
Likes: Harmony, gentleness, sharing
with others, the outdoors
Dislikes: Violence, injustice, loudmouths
（気の合う人：牡羊座、いて座 強み：協力的、人の扱いがうまい、
親切・優雅、公平、社交的 弱点：優柔不断、対立を避ける、ねたみ
やすい、自己憐憫 好きなもの：調和、柔和、他の人と分け合うこと、
アウトドア 嫌いなもの：暴力、不正、大声で話す人、口が軽い人）

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

１０月のお休み
・ 10 月 9 日（月）～10 日（火） は休館日です。
授業・受付共にお休みです。
・ 10 月 25 日（水）～31 日（火）は特別プログラ
ム実施のため、英検講座（5 級～2 級）
・オーダ
ーメイド以外の平常授業はお休みです。

アクタ西宮校 0798-63-2000

