さわやかな風が Anup にも吹き込んで、青葉の美しい季節となりまし
た。5 月といえば、たくさん祝日がありますね。そのうちの一つが 5 月 5

ラストスパート！

日の「こどもの日」です。この日に、子どもたちの健康や幸福を祝います。
みなさんもぜひ元気に楽しく過ごせるようにお祈りしてください。
また、忘れてはいけないのが英検です。2018 年度第 1 回の英検があと
1 ヶ月と迫ってきています。受験する生徒のみなさんには、この休みを利
用していつも以上に勉強してほしいと思います。
今まで勉強した問題を復習するのも良いと思います。
りましょう！

学
費

対象

小学生以上

担当

日本人講師

校外生
※校内生
レッスン時間

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】
●年間カレンダー ●英検集中講座のご案内
●発音動画
【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

英検 集中講座

英検を知り尽くしたエキスパートによる頻出ポイントの徹底演習
で、6 月 3 日(日)の試験に向けて大事なポイントをおさえよう！

英検 HP にある過去問をお勉強するのもいいですし、
ラストチャンスです。気を引き締めて最後まで頑張

®

5 級～2 級 3,500 円（税別） 準 1 級

4,500 円（税別）

5 級～2 級 2,500 円（税別） 準 1 級 3,500 円（税別）
5 級～2 級 60 分

準 1 級 70 分

開講校舎

アナップＡＣＴＡ西宮校

入金方法

振込（アナップで口座振替登録済の場合は口座振替）
日程

時間

5級

5/29(火)

17：40-18：40

4級

5/28(月)

17：40-18：40

3級

5/29(火)

19：00-20：00

準2級

5/31(木)

19：00-20：00

2級

5/29(火)

19：00-20：00

準1級

5/28(月)

19：00-20：10

※現在アナップで Pick コースや英検対策講座を受講されている方
・定員に達し次第締め切らせていただきます。
・このコンテンツは、公益財団法人日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたもので
はありません。

面 白

日本では春と言えばお花見ですが、アメリカでは春と
言えば…？ Kevin 先生が教えてくれました。

After a long winter, the season finally changed and spring has come, or as is often said, “spring has
sprung.” This is the time of year for rebirth and renewal. In nature, flowers are blooming, new life is
beginning and it is a nice pleasant temperature for outdoor activities. It is famous in the west for many
people to do what is called a “spring cleaning.” This is where they often do a complete overhaul of their
entire house to clean everything, both inside and out, and even rearrange or throw out things they no
longer need. In Japan this is done during the wintertime, but for many in America for example, the large
amount of snow would interfere with that process quite a lot. So while the weather is warm, millions of
people take the opportunity to refresh themselves and their surroundings for the coming rest of the
year.
（長い冬の後で、季節がようやく変わり、春がやってきました、もしくはよく言われるように「spring has
sprung（春がやってきました。sprung は spring（はねる）の過去分詞。spring 同士をかけた表現です）
」
。
この季節は一年の中で、再生と刷新の時とされています。自然界では、花は盛りを迎え、
新しい生命が生まれ、戸外での活動にとても気持ちの良い気温となります。西洋では「春
の大掃除」というものがよく知られています。隅から隅まで家じゅうを掃除して、すべ
てをきれいにするのです。家の中から外まで、時には大がかりな模様替えをしたり、使
わなくなったものを捨てたりします。日本ではこれを冬の間にしますが、アメリカでは、
例えば大量の雪がこれを邪魔してしまうのです。なので、気温が暖かいうちに、何百万
人もの人が、この機会を活かして、残りの一年を過ごすためにリフレッシュするのです。
）

Layn 先生に 5 月におすすめのお花を聞いてみました！
Y: I’ve heard you like to travel around to see flowers. Any
suggestions for May?
L: May is a great month for wisteria. It turns one’s mind to
thinking of grapes, all those shades of purple hanging
together (laughter).
Y: Do you have any favorite places to see the wisteria?
L: Last year some friends and I drove out to Shirai-omachi in
Hyogo. Standing inside some of the tunnels of the wisteria
one’s whole world went purple and you could relax, enjoying
the festival of colors along with the warm spring breeze.
There was also some fantastic koinobori that made for
wonderful pictures along with the wisteria.
Y: In the future, is there any place you would like to go?
L: Yes, in Fukuoka there is a very famous wisteria garden that
has a wisteria tunnel. I have seen pictures of it but have yet
to have the chance to go myself.
Y: That sounds like a lovely trip!

Y: 花を見に行くのが好きだって聞いたよ。5 月におすすめ
の場所はある？
L: 5 月は藤の花が綺麗だよ。紫の影がぶら下がっていて、
ブドウのことを考えちゃうけどね。（笑）
Y: 藤を見るのに好きな場所はある？
L: 去年は友達と兵庫の白井大町に行ったよ。藤のトンネル
の中に立っていると、周りの世界が紫になってリラック
スできるし、紫色の中で春のあたたかいそよ風を楽しめ
るの。鯉のぼりもあって、藤と鯉のぼりで素晴らしい絵
になっていたよ。
Y: 今後行ってみたいところはある？
L: うん。福岡に藤のトンネルがあるとても有名な庭がある
の。写真は見たことはあるけど、まだ
行ったことはないんだ。
Y: 素敵な旅になりそうだね！

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！

Q. Mrs. Anderson is having a cow.
Q.アンダーソン夫人は…
① 怒っている
② 妊娠している
③ 食べすぎで胃もたれしている

Answer

⇒①

have a cow は「怒る、興奮する、感情的になる」とい
う意味を表します。「人間が牛一頭を丸々出産するほど
取り乱す」というのが語源であると考えられています。
（ちなみに having a baby は赤ちゃんができた、妊娠し
たという表現になります。赤ちゃんをだっこしている時
には hold を使います。）
この表現は 1950 年代頃から使われていたようですが、
アニメ The Simpsons で登場人物の Bart が”Don’t have a
cow, man!”（そう、怒るなよ。）というお決まりのセリフ
により、一躍知れ渡るようになりました。
（出典：
「週刊 ST」
（朝日新聞社）
）

4 月のお休み
・ 4 月 29 日（日）～5 月 6 日（日）は休館です。
授業・受付共にお休みです。
Have a nice Golden Week!

(Y: Yumiko / L: Layn)
アクタ西宮校 0798-63-2000

