暖かく過ごしやすい５月も終わりに近づき、もうすぐ梅雨の時期になり
ますね。せっかくのお休みなのに雨で外出できないというときには、部屋

まだ間に合う！

で洋画を観たり、洋楽を聞いたり、洋書を読んだり…ぜひ楽しんで英語に
触れる機会を作ってみてください。この単語知ってる！この単語はどうい
う意味だろう…と考えているうちに、いつの間にか聞こえる単語が増え
て、英語が好きになっている自分に気づきますよ！ゴールデンウィークが
楽しすぎて、なんだか五月病が抜けないな…そんなやる気が出ないときに
アナップでは６月に英検も控えています。受験するみなさんはアナップ

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！

もおススメの勉強方法です。
でしっかりと準備をしてきた成果を発揮できるよう、最後まで気を抜かず
に勉強し、自信を持って本番に臨んでくださいね！

®

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

グルメな Kevin 先生の好きな食べ物の一つは、なんとラーメンです！

One of the most beloved foods in the world which is shared throughout many types of cuisine is noodles.
While in the west they are often enjoyed in various pasta dishes, perhaps Italian food being the most
famous and popular, here in Asia they are an important part of the diet as well. Most often found in the forms
of ramen, soba and udon in Japan, noodles are common and eaten daily by millions of people here. While
we do have ramen in America as well, it is often only the cheaper instant kind which does not have the best
reputation for being good food. The true ramen here in Japan on the other hand comes in so many varieties
and tastes around the country. Choosing between different types such as tonkotsu, shio, miso or syoyu can
be a fun exploration when trying different tastes and styles. Many foreigners like myself who visit Japan
often enjoy traveling around the country trying as much as possible since it is so delicious. What are your
favorite types of noodles?
（多くの料理に共通しており、世界中で最も愛されている食べ物の一つに麺があります。西洋では大抵様々な種類のパスタと
して楽しまれ、おそらくイタリア料理は最も有名で人気がありますが、ここアジアでも麺は食事の中で重要な位置を占めてい
ます。日本で一番よく見られるのはラーメン、そば、うどんで、どこにでもあり、毎日何百万人もの人たちに食されています。
アメリカにもラーメンはありますが、大抵安いインスタントしかなく、おいしい食べ物という評判は持
ち合わせていません。その一方、ここ日本での真のラーメンは地域によってバラエティも味も豊富です。
違った味やスタイルを試す時に豚骨、塩、みそ、醤油のように違ったタイプを選ぶことも楽しい冒険に
なりえます。ラーメンはとてもおいしいので、私のように日本を訪れる外国人には、日本を旅する時に
できるだけ多くの種類を食べることを楽しむ人も大勢います。あなたの好きな麺類は何ですか？）

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. Bob has butterflies in his stomach now.
Q.ボブの今の気持ちは…
① そわそわして落ち着かない
② 必死に怒りをこらえている
③ うれしくて有頂天になっている

Answer

⇒①

have butterflies in his stomach は「そわそわして落ち
着かない」とういう心理状態を表す言葉です。（直訳は
「ボブの胃の中に蝶がいる」です。）日本語では蝶は優雅
なイメージがありますが、英語の butterfly は「せわしな
さ」や「落ち着きのなさ」をイメージさせるため、この
ような意味になります。ちなみに英語と日本語でイメー
ジの違う表現には他に「as happy as a clam（貝のよう
に幸せ）
」などがあります。
（出典：
「週刊 ST」
（朝日新聞社）
）

Alicia 先生のお家には素敵な“ガーデン”があるそうです！
M: Hi, I just heard you’re interested in gardening these
days. How’s it going?
A: It’s going OK. I’m finding it difficult to get some herbs
I want. I just can’t find them anywhere. Other than
that, it’s going pretty well.
M: You live in an apartment, right?
A: That’s right.
M: Then how can you have a garden?
A: I have a couple of big balconies. I have all my herbs in
pots. They act as a border around my balcony.
M: Wow, sounds nice. What kind of herbs do you have
and are you looking for?
A: I have all kinds. I’m looking for herbs to plant with
other herbs to protect them from pests and help them
grow. It’s called companion planting.
M: That is interesting! I want to try too!

M: Hi!最近ガーデニングに興味があるそうね。どんな感じ？
A: うまくいってるよ。いくつか欲しいのに見つからないハ
ーブはあるけど。どこにもないのよね。それ以外はかなり
良い具合よ。
M: アパートに住んでるんだよね？
A: そうよ。
M: じゃあ、どうやって「庭」が持てるの？
A: いくつか大きなバルコニーがあって、ハーブは全部鉢に
植えてあるの。それが、バルコニーの周りに列をなしてい
るのよ。
M: わあ！素敵ね！どんな種類のハーブがあって、どんな種
類のハーブを探してるの？
A: なんでもあるわよ。探しているのは、他のハーブを害虫
から守ってくれて、お互いの成長を助けてくれるハーブな
の。「混植」と呼ばれているのよ。
M:おもしろいね！私もやってみたいな！

5 月のお休み
・ 5 月 28 日（月）～5 月 31 日（木）は特別プログ
ラムのため、英検 2 級～5 級対策講座、オーダー
メイドレッスン以外の通常授業はお休みです。

(M:Megumi / A: Alicia)
アクタ西宮校 0798-63-2000

