2017 年もあと少しです。先日、ノーベル平和賞の授賞式がノルウェーで
行われ、核兵器の廃絶を訴える団体(ＩＣＡＮ)の代表の一人として被爆者
のサーロー節子さんが演説をされました。サーロー節子さんは広島県ご出
身の御年 85 歳。被爆者として核兵器廃絶の重要性を世界に訴え続けてい
らっしゃいます。演説は英語で行うこともあるのだそうです。すごいです
よね。サーロー節子さんのように英語が話せるようになると、世界中の人
に伝えたいことを伝えられるようになります。みなさんは継続して英語を
お勉強しているので、その可能性はとても高いです。2018 年はもう目の
前です。良い時もうまくいかない時も、あきらめずに一緒に頑張りましょ
う。そして、1 月 4 日(木)～10 日(水)はファイ
ナルチェックテスト週間です。こちらもあきらめ
ずに頑張りましょう。
では、よいお年を!

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。

2017 年度第 3 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。
（
【実施日】1 月 7 日（日）
【場 所】進学館 西宮北口校
（阪急西宮北口

南館

南改札口を出て徒歩１分）

【申込み開始】
英検受験予定者：12 月 18 日（月）11：30～
受験予定の無い方：12 月 19 日（火）11：30～
【申込み方法】ACTA 西宮校（0798-63-2000）
までお電話ください。
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(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 ●英検集中講座のご案内
●クリスマス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（一部のクラスを除く）
】
●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
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１４:００－１５:３０

中学 1 年生修了程度

（模試５０分・解説４０分）

約 600 語レベル

１０:００－１１:５５

中学 2 年生修了程度

（模試６５分・解説５０分）

約 1,300 語レベル

１５:４０－１７：５０

中学卒業程度

（模試８０分・解説５０分）

約 2,100 語レベル

１４：１０－１６：５０

高校 2 年生修了程度

（模試１００分・解説６０分）

約 3,600 語レベル

１０:１０－１３：００

高校卒業程度

（模試１１０分・解説６０分）

約 5,100 語レベル

※ 定員がございますので、ご希望の方はお早めにお申込みください。
※ アナップ生を対象とした無料講座です。

Loan 先生は韓国旅行を楽しんだようです。

Seoul is a fun place to visit, lots of beautiful places, historical and nature, and a shopping heaven for every
tourist.
Myeongdong is one the busiest places in Seoul. This district is very busy with shoppers. There is a mixture
of street stalls and retail outlets selling everything from fashion to casual attire, as well as many Korean
cosmetics stores. Insadong is also a great place to wander amongst the alleys with many antique shops, art
galleries and a nice atmosphere.
Visiting Gyeongbokgung Palace is a beautiful example of Korean architecture. This palace served as the
seat of government during the Joseon dynasty. Namsan Seoul Tower is lovely at night, with the lights of the
tower on and getting a nice view of Seoul city. Not to be missed is the Namdaemun Market. It sells
everything from housewares and fabrics to flowers and stationary.
From a fantastic public transportation system to good food, and many things to do, you’ll enjoy visiting this
energetic city.（ソウルには、美しい場所がたくさんあり、歴史的なもの、自然、そしてショッピング天国としてどんな人で

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！

Capricorn やぎ座

December 22 - January 19
When it comes to professionalism and traditional values,
Capricorn is the first. Capricorn is practical and is
considered to be the most serious sign of the zodiac, who
possess an independence that enables significant progress
both on the personal level and in business.（プロ意識や伝統的
な価値ということになると、やぎ座が一番です。やぎ座は現実的で、
12 星座の中で最も真面目で、私生活でもビジネスでも自立して、大き
な進歩を遂げることができます。
）

れた夜が素敵で、ソウル市を見渡すことができます。南大門市場は見逃してはいけません。家庭用品から布地、花、文房具ま

Greatest Overall Compatibility: Taurus, Cancer
Strengths: Responsible, disciplined,
self-control, good managers
Weaknesses: Know-it-all, unforgiving,
condescending, expecting the worst
Capricorn likes: Family, tradition, music,
understated status, quality craftsmanship
Capricorn dislikes: Almost everything at some point

で何でも売っています。/非常に優れた交通システムからおいしい食べ物、そしてやるべきことがいっぱいあるこの街を訪れ

（気の合う人：おうし座、かに座 強み：責任感がある、規律を守る、

れば、皆さんもきっと楽しめますよ。
）

自制心が強い、優れたマネージャー 弱点：知ったかぶり、容赦ない、

も訪れるのに楽しい場所です。/明洞はソウルでも一番賑やかな場所の一つです。この地域は買い物客でとても賑わっていま
す。屋台や小売店ではおしゃれな服からカジュアルな服まで何でもあり、韓国の化粧品屋もたくさんあります。/仁寺洞も路
地を歩き回るのに素晴らしい土地で、多くのアンティークショップやアートギャラリーがあり、素敵な雰囲気があります。景
福宮は韓国建築の素晴らしい例の一つです。この宮殿は朝鮮王朝の政府があった所です。南山ソウルタワーはライトアップさ

恩着せがましい、最悪の状況を予期する 好きなもの：家族、伝統、
音楽、控えめなこと、質の高い職人技 嫌いなもの：ある時期におい
てほとんど全てのもの）

Kevin 先生に日本とアメリカのクリスマスの違いを聞いてみました！
Y: Christmas is coming up soon! What do people usually do for
the holiday in America?
K: Well, it is a time for giving and kindness with family and
friends mostly. It is a religious holiday but also includes things
like decorations with lights, Santa Claus and parties with music.
Y: I see. What do you think about Christmas in Japan?
K: The people here really embrace the spirit and look of the season
without the religious aspect. The illuminations and festivities
are welcomed here without anyone taking it so seriously.
Y: Do you go to see any of the displays here in Kansai?
K: Yes, I go every year to the German Christmas fair in
Umeda and the Kobe Luminarie. Have you seen them?
Y: I have seen the Luminarie but have not yet been to the one in
Umeda.
K: You should go this time and enjoy the Christmas season!

Y: もうすぐクリスマスだね！アメリカではどんなことを
するの？
K: 家族や友達に贈り物をしたりするよ。宗教の日だけど
イルミネーションやサンタクロース、音楽を楽しむパー
ティーの日でもあるね。
Y: なるほど。日本のクリスマスについてはどう思う？
K: 日本人は宗教的ではなくクリスマスを受け入れている
ね。イルミネーションやお祭りは気軽に歓迎されている
ようだね。
Y: 関西でイルミネーションをみに行ったことはある？
K: 毎年梅田のドイツクリスマスフェアと神戸のルミナリ
エに行くよ。見たことある？
Y: ルミナリエは見たことあるけど梅田のは見たことがな
いなー。
K: ぜひ行ったほうがいいよ、そして素敵なクリスマス
を！
（Y: Yumiko / K: Kevin）

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

12,1 月のお休み
・ 12 月 22 日（金）～28 日（木）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。
・ 12 月 29 日（金）～1 月 3 日（水）は休館日で
す。授業・受付共にお休みです。

アクタ西宮校 0798-63-2000

