
 
 

 
 
 
 
 
 

 
※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 
●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 

【PiCK コース】 
●単語、スピーキングシート（宿題）の音声付画像 
●家庭学習用プリント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハロウィンが近付いていますね！アナップも少しずつ飾り付けがされて
いることにみなさんはお気付きですか？ハロウィンはもともと秋の収穫
を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事でした。しかし
日本では宗教的な意味合いはほとんどなく、仮装をして楽しむお祭りのよ
うなイベントですね。 
すっかり日本化されてしまったハロウィンですが、それでもハロウィンは
外国の文化に触れる良い機会になります。英語を学ぶ 
目的は、ただ単にテストでいい点数を取ったり、英検 
に合格したりということだけではなく、海外の文化に 
触れ、異文化を理解していくことも含みます。ハロウ 
ィンをきっかけに、海外の様々な文化にぜひ興味をも 
ってみてくださいね！  
ではみなさん、Happy Halloween!  
 
 
 

 

 
 

●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：2/25） 

●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) 
級 時間 月学費（W 受講生） 月学費（ｵﾌﾟｼｮﾝ生） 教材費 

4・５級 ７０分 8,500 円 12,000 円 
４・５級：2,905 円 

3 級：3,286 円 
準２級：4,000 円 
２級：3,950 円 

３級 8０分 9,000 円 13,000 円 

準２級 ９０分 10,000 円 15,000 円 

２級 ９０分 10,000 円 15,000 円 

■開講日＆時間 ACTA 西宮校 
級 開講曜日 時間 初回授業日 

５級 （土） 15：20-16：30 10 月 28 日(土) 

４級 （火） 18：50-20：00 10 月 24 日(火) 

３級 （木） 18：50-20：10 10 月 26 日(木) 

準２級 （金） 19：00-20：30 10 月 27 日(金) 

２級 （水） 19：00-20：30 10 月 18 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。 

 

 

 

第 3回英検(1月 21日実施)対策講座 

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。) 

 



 
 

As you probably know, I love going to festivals and experiencing things in Japan. I love Japanese culture, 

history, Japanese flower arrangement, kimonos, tea ceremonies etc. The list goes on. I think that they’re all 

beautiful and cool, because they are unique to Japan. One thing that I am particularly fascinated by is the 

secretive world of ninjas. As such, when I heard that there was a National Ninja Competition in Kouka, I 

became very excited and insisted on going. I was so excited that I could hardly sleep for weeks! I’m glad I 

went. Both men and women participated. There were five stages that they had to complete, which included, 

of course, throwing ninja stars or shuriken. In addition, competitors had to climb a rock wall and run on 

water! Everyone was very friendly and cheered each other on. It was a lot of fun. It looked very hard, but I 

want to enter next year!（皆さんもおそらくご存知だと思いますが、私は日本のお祭りや行事に参加するのが大

好きです。日本の文化、歴史、生け花、着物、茶道なども大好きで、例を挙げればきりがありません。 

それらは全て日本独特のものなので、美しく素敵です。その中でも特に私が夢中になっているのが忍者の知られ

ざる世界です。そういうわけで、甲賀で全日本忍者選手権大会があると聞いた時には、大興奮して絶対に行くと

断言していました。興奮しすぎて何週間も眠れなかったほどです！行って良かったです。 

大会には男性も女性も参加していました。全部で５つの競技があり、その中には 

もちろん手裏剣投げも含まれていました。更に、壁を登ったり、水の上 

を走らなければならないのです！皆さんとてもフレンドリーで、お互い 

を応援しあっていました。とても楽しかったです。かなり難しそうです 

が、来年はぜひ参戦したいと思います！） 

 

アクタ西宮校 0798-63-2000 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
１０，１１月のお休み 

・ 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。 

・ １１月２２日（水）、２３日（木）は休館日です。

授業・受付共にお休みです。 

 

 

 

Kevin先生は、高野山を訪れたそうです。 

Y : How was your trip to Koyasan? 

K : It was nice, although there were so many people visiting 

 the mountain.  Probably because it was a holiday weekend. 

Y : I can imagine that. Was it your first trip there? 

K : Yes, it was.  

Y : What was your favorite thing to see? 

K : I very much enjoyed walking through Okuno-in,  

which is the beautiful cemetery*1 with giant 

cedar*2
 trees. 

Y : Oh, I feel like I want to go there now. 

*1…霊
れい

園
えん

 *2…ヒマラヤスギ 

 

Y : 高野山への旅行はどうだった? 

K : よかったよ。山にはたくさんの人が来てたけ

どね。 たぶん週末に祝日があったからだろ

うね。 

Y : 想像できるよ。そこに行ったのは初めて？ 

K : うん、そうだね。 

Y : 見た中で、なにが一番気に入った？ 

K : 奥ノ院を歩いたのはとっても楽しくて、そこ

はヒマラヤスギの美しい霊園だったんだ。 

Y: わぁ、行ってみたくなったよ。 

（K:Kevin, Y:Yuka） 

 

 

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！ 

 

Scorpio さそり座 October 23 - November 21 

Scorpio-born are passionate and assertive people. They 

are determined and decisive, and will research until they 

find out the truth. Scorpio is a great leader, always aware 

of the situation and also features prominently in 

resourcefulness.（さそり座の人は情熱的で自己主張の強い人です。

決めたことはやり通すタイプで、真実が見つかるまで調査を続けま

す。さそり座は素晴らしいリーダーで、まわりの状況に常に注意を払

い、処理能力が非常に長けています。） 

Greatest Overall Compatibility: Taurus, Cancer 

Strengths: Resourceful, brave, passionate, stubborn, a true 

friend Weaknesses: Distrusting, jealous, secretive  

Scorpio likes: Truth, facts, being right,  

longtime friends, teasing, a grand passion 

Scorpio dislikes: Dishonesty, revealing  

secrets, passive people 

（気の合う人：おうし座、かに座 強み：機知に富む、勇敢、情熱的、

頑固、真の友人 弱点：疑い深い、嫉妬深い、秘密主義 好きなもの：

真実、事実、正しくあること、長年の友人、人をからかうこと、熱愛 

嫌いなもの：不誠実、秘密を暴露すること、受動的な人） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia 先生が連休で行ってきた所とは？ 

http://www.astrology-zodiac-signs.com/zodiac-signs/taurus/
http://www.astrology-zodiac-signs.com/zodiac-signs/cancer/

