
 
 
アナップでご利用いただいているマイページの URL が変更になり
ます！デザインは変わりますが、内容に変更はございません。 
 
●切替日時：2018年 2月 19 日（月）午前７：00～深夜１２時 
（申し訳ございませんが、切替作業中はご利用頂けません。） 
 
●切替後の URL（パソコン）：https://www.ptsc.jp/my.up-edu/ 
     （スマホ・携帯）: https://m.ptsc.jp/my.up-edu/ 

  
●切替後も、アナップの HPに貼り付けてあるマイページへのリン
クをご利用頂けます。 

 
※切替後、右のデザインに変更されます。 
（アナップではなくアップ教育企画の 
 ロゴが入ります） 
 

 ※ログイン ID、パスワードは変更なく 
現在のものを引き続きご利用頂けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★来年度の目標をたてよう★ 
早いもので１月もあっという間に過ぎ、２月に入ろうとしています。 
冬が終わるとすぐに春が来て、皆さんの学年もひとつ上がります。 
そのため、来年度(３月～)の目標を考えてみるといいですよ！ 
例えば・・・ 

①宿題を帰ったらすぐする 
②英検○級に合格する 
③家でお手伝いする 
④習い事で○○できるようになる などなど… 

★３月から新しいクラスになります★ 
アナップでは、今のクラスは２月末で終わり、３月から新しいクラスとな
ります。クラスのお友達、授業の時間、英語のレベル、と今とは変わって
いきます。２月は、さらに気合を入れ、今年度を締めくくって下さい！！ 
 

ACTA 校 

 

 

 

 

 

３月開始の第１回英検対策講座に先駆けて、アナップでは英検先取講座を開講致します。

重要ポイントを押え、準備してから英検対策講座に移行することが可能です。 

アナップ自慢の英検エキスパート講師と共に、６月英検合格を目指しましょう！ 

 

対象 小学生以上 

担当 日本人講師 

学費 
３，５００円（税別） レギュラー講座とＷ受講※：２，４００円（税別） 

５級・４級・３級・準２級・２級 

時間 ６０分／回 

回数 １回 

開講校舎 アナップＡＣＴＡ西宮校 

入金方法 口座振替登録者：口座振替  口座振替未登録者:振込 

※オーダーメイドレッスンを含みます 
 
級 日程 レベルのめやす 

５級 2/24（土） 15：20-16：20 
中学 1年生修了程度 

約 600語レベル 

４級 2/27（火） 19：00-20：00 
中学 2年生修了程度 

約 1,300語レベル 

３級 2/22（木） 19：00-20：00 
中学卒業程度 

約 2,100語レベル 

準２級 2/23（金） 19：00-20：00 
高校 2年生修了程度 

約 3,600語レベル 

２級 2/28（水） 19：00-20：00 
高校卒業程度 

約 5,100語レベル 
※振替レッスンはできかねますので、ご了承ください。 
※定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

 

 



 
 

 
Firstly, I would like to wish everyone a happy new year and may all your new year`s resolutions be fulfilled. I 
would like to share a few of the experiences which I had during the New Year vacation. I was lucky to have 
had my parents from New Zealand visit me in Japan. This year I thought I would make the most of the cold 
winter days and therefore I decided to show my parents around Tokyo and Nagano prefecture. I thought 
what better place to experience the 2018 countdown but in Shibuya, which was overloaded with thousands 
of people and really made a unique and spectacular way to start the New Year. I thought no winter would be 
complete without skiing and that is why I wanted to explore Nagano prefecture and visit a few exciting ski 
fields. Even though I have not skied for over fifteen years it is a skill which you retain and can never forget. 
Besides the beautiful views and ski fields, we could enjoy the local food of Nagano, one of them being Soba 
noodles and of course relax in a Japanese hot spring.  
（初めに、私は皆さんに幸せな新年をお祈りしたいと思います。皆さんの新年の決意がすべて成就しますように。 
私は皆さんと正月の間に自分が経験したことを分かち合いたいと思います。嬉しいことに両親がニュージーラン
ドから来てくれました。今年は寒い冬の日を最大限に活用するために長野県や東京に両親を案内しようと思いま
した。 
カウントダウンを経験するなら、何千という人であふれる渋谷ほど、新年を始める
のに特有で見応えのある場所はないでしょう。またスキーをしなければ冬は越せな
いと思いましたので、長野県まで足を運び、素晴らしいスキー場を訪れることにし
ました。15 年以上スキーはしていませんが、スキーの技術は体にしみこんでおり、
忘れるようなものではありません。美しい景色とスキー場に加え、私たちは蕎麦に
代表されるような長野県の地元の料理を楽しみ、日本の温泉で人とは違ったリラッ
クスした時間を過ごしました。） 

 

 

アクタ西宮校 0798-63-2000 
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２月のお休み 

・ 2 月はお休みは、ありません。 

 

 

新年度から使うテキストを Alicia 先生が改訂してくれています。 

M: Wow, is it for the new Word Land? It looks really cool. 

A: Thank you. I want to make learning English more fun  

for the students. 

M: How are you going to do that? 

A: I’m making a lot of board games for  

them.  

M: Like what? 

A: Like a race track board game. 

M: Sounds fun! I hope they’ll like it! 

A: Me, too. English doesn’t have to be boring. It can be fun  

too.  
 

M:わあ！それ、新しい Word Land 用？ 

とてもすてきね。 

A:ありがとう。みんなが英語を勉強するの

がもっと楽しくなるようにと思って。 

M:どんな工夫をしているの？ 

A:ゲームをたくさん作っているよ。 

M:例えば、どんな？ 

A:レーストラックすごろくとか。 

M:楽しそうね！みんな気に入るといいね！ 

A:私もそう願うわ。英語は退屈である必要

ないからね。楽しくもなるんだから。 

（M: Megumi、A:Alicia） 

 

 

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！ 

 

Aquarius みずがめ座 January 20 - February 18 

Aquarius-born are shy and quiet , but on the other hand 

they can be eccentric and energetic. However, in both 

cases, they are deep thinkers and highly intellectual people 

who love helping others. They are able to see without 

prejudice, on both sides, which makes them people who 

can easily solve problems.（みずがめ座の人は恥ずかしがり屋で

おとなしいですが、一方では突飛で活動的です。しかし、どちらであ

っても、よく考え、知能が高く、人助けが大好きです。両方の立場か

ら、偏見なく物事を見る事ができるので、問題を簡単に解決できま

す。） 

Greatest Overall Compatibility: Leo, Sagittarius 

Strengths:  Progressive, original, independent, 

humanitarian 

Weaknesses: Runs from emotional expression, 

temperamental, uncompromising, aloof 

Aquarius likes: Fun with friends, helping others, fighting 

for causes, intellectual conversation, a good listener 

Aquarius dislikes: Limitations, broken promises, being 

lonely, dull or boring situations, people who disagree with 

them 

（気の合う人：しし座、いて座 強み：進歩主義者、独創性に富む、自

立している、人道的 弱点：感情の表現が苦手、神経質、妥協しない、

人と打ち解けにくい 好きなもの：友達と楽しむ、人助け、信念のため

に戦う、知的な会話、話をよく聞く人 嫌いなもの：限界、約束を破ら

れる、孤独、つまらない状況、自分に反対する人） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan 先生の冬休みです。ちなみに日本語訳の前

半はほとんど Ivan 先生が訳しました！ 

http://www.astrology-zodiac-signs.com/zodiac-signs/leo/
http://www.astrology-zodiac-signs.com/zodiac-signs/sagittarius/

