史上最高数のメダルを獲得した平昌オリンピック。けがを乗り越えて金
メダルを取った選手や、今回初めてメダルを取った競技が注目を浴びまし
た。同じ土地で開催された「パラリンピック」では、練習中に大けがをし
た元競技選手が、今回パラリンピックに参加し、金メダルを獲得しました。
大けがをし、選手生命が断たれた中で、
「今の自分にできることは何か」
と考え、フィールドを変えて戦うことにしたそうです。スポーツと英語は
結び付けにくいかもしれませんが、何かに挑戦していく気持ちはすべてに
共通していると思います。苦手なところが出てきた時、前にできていたこ
とができなくなって焦りを感じる時、「今できること」を考え、一歩でも
前に進めることができれば、そこには必ず成長があります。新年度が始ま
り一か月。新しいクラスで難しさを感じる時があれば、このことを思い出
して、ぜひ一歩前に進む勇気を持ってくださいね！

春の
体験・キャッチアップ講座
アナップでは、3 月から新年度がスタートしました！
当講座はネイティブ講師と日本人講師が 30 分ずつ担当する１時間の講座で、日
本人講師の授業では文法を、外国人の授業ではコミュニケーション能力を身に着け
ることができるので、バランスよくお子様の英語力を伸ばすことができます。
4 月からの入学をご検討いただいている方、3 月の内容を復習したい方におスス
メの講座です！
開講日

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
【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
●絵本音声（後日 Slow バージョンもアップ予定です）

授業時間
学費
対象

お申し込み方法

3 月 26 日(月)～31 日(土)（１日完結講座）
120 分（間に１０分の休憩を挟みます。）
小学生 7,000 円(税抜)
中高生 7,500 円(税抜)
小学生～高校生(小学生と中高生はレベルに関わらず別のクラスで
のご案内となります。)
0798-63-2000 までお電話ください。
お日にち・お時間をご提案させていただきます。

LINE,インスタグラムもチェックしてみてくださいね！

面 白

Loan 先生は奈良の東大寺で行われた
お水取りに行ってきました。

Nara City has many interesting and important historical sites. Visitors will have opportunity to explore many
beautiful temples and natural beauty. Among them is the Todaiji Temple with its unique architecture and
large Buddha statues. And especially, it’s the place where the famous Omizutori Festival is held. During this
festival, visitors will be able to witness the huge torches being lit and performed with every evening from
March 1st to 14th. / The main highlight of this event is that the monks at the temple will light fires using huge
pine torches, which are then moved along Nigatsudo’s balcony and held over the crowd. At this time, the fire
sparks fall downwards forming an extremely beautiful and impressive view. It is believed that if you are
showered with these fire sparks, you will be protected from evil things and that it will bring you good luck,
health and a safe year./ I visited Omizutori Festival on March 12th. I was so excited and overwhelmed when
I saw the fire sparkle. I would highly recommend the Omizutori Festival.
（奈良市には興味深く歴史的に重要な場所がたくさんあります。観光客は美しいお寺や自然の美を探求する多く
の機会を得ることができます。そのうちの一つが、日本独特の建築物であり、大きな仏像のある東大寺です。そ
してこの場所は有名な「お水取り」が行われる場所でもあります。祭りの期間は３月１日～１４日で、毎晩行わ
れる大きな松明のパフォーマンスを見ることができます。/このイベントの最大の見どころは寺の僧侶たちが大き
な松明に火をつけ、それを二月堂のバルコニーに沿って動かすところです。
この時落ちる火の粉が信じられないくらい美しい光景を生み出します。
この火の粉を浴びると、厄除けになり、幸運と健康、安全な一年をもた
らすと信じられています。私はお水取りを３月１２日に見に行きまし
た。燃えさかる火を見てとても興奮し、圧倒されました。皆さんにもと
てもお勧めのイベントです。
）

Q. “I’m going to catch some Zs,” said Emma.
Q.エマはこれから…
① 寝る
② 化粧をなおす
③ トイレに行く

Answer

⇒①

これは簡単でしたね！ catch[get] some Zs は「寝
る」と言う意味です。漫画などで、いびきは”ZZZZZZ”
と表現されるため、「Z をつかまえる」⇒「いびきをか
く」⇒「寝る」という発想で生まれた表現です。
もちろん「寝る」の一般的な表現は「go to bed」です
が、他にも「hit the hay」「turn in」などの表現も英検な
どでおなじみです。ちなみに「いびきをかく」は「snore」
と言います。
（出典・参考：
「週刊 ST」
（朝日新聞社）
）

もうすぐ桜のシーズン！でも花より団子かもしれません。

M: It’s nearly cherry blossom season!
A: Yes! They are so beautiful and I love looking at them,
but I am especially enjoying all the
sakura flavored foods!
M: Oh, really? What do you like?
A: Sakura baumkuchen was my favorite, but I just tried
pancakes with sakura bean paste in the middle. They
were so delicious! They’re my new favorite.
M: Wow, sounds delicious! I’d love to try them. As for
me, I really like sakura flavored yogurt.
A: Me too! But I haven’t been able to find any yet. I hope
it’ll be released soon!

英語で会話を楽しむにはイディオムの知識は必要です。
言葉どおりに理解したら意味が通じない…けど誰もが
知っている。そんなイディオムをクイズで学んでいきま
しょう！

M:もうすぐ桜のシーズンだね！
A:そうだね！とってもきれいだし、桜を見るの
が大好き、でも特に好きなのは桜の味の食べ物
ね！
M:そうなの？どんなものが好きなの？
A:桜バームクーヘンが一番好きだったけど、桜
のあんこが真ん中に入ったパンケーキを食べて
みたら、とってもおいしくって！私の新しいお
気に入りになったわ。
M:おいしそうー！食べてみたいな。私は桜味の
ヨーグルトが大好きだよ。
A:私も！でも今シーズンはまだ見かけてない
な。はやく出てくれるといいな。
（A:Ashley、M:Megumi）

３月のお休み
・ ３月２６日（月）～３１日（土）は特別
プログラム実施のため、英検講座（2 級～
5 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
アクタ西宮校 0798-63-2000

