日中はまだ暑いですが、夜は秋の涼しい風を感じられる気持ちの良い季
節になりましたね。
さて、先日から台風や地震など、災害が続いています。アナップでは、
みなさんが授業を受けているときに災害が起きた場合のことを考えて、防
災グッズを用意したり、避難経路を確認するなど、もしものときも適切な
対応ができるよう準備をしています。みなさんももし何かあったとき、家
族の方に無事を伝える手段を考えたり、連絡が取れなかったときに集まる
場所を決めておいてください。アナップからもみなさんの状況を保護者の
方に連絡できるよう、アナップの LINE を登録してくださいね！
10 月 7 日には英検が、２１日には JET が開催されます。災害時と同
様、予想していなかった問題が出てもあせることのないよう、しっかりと
事前に準備をしておきましょう！

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 ●英検集中講座のご案内
●ハロウィーンパーティー開催のお知らせ
【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

®

英検 集中講座

対象

小学生以上

担当

日本人講師

校外生

3,500 円（税別）
2,500 円（税別）
※校内生
※10 月にアナップでＰｉＣＫコースや英検講座を受講中の方
レッスン時間
60 分

学費

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

準2級

10/3（水）

19：00-20：00

2級

10/2（火）

19：00-20：00

準1級

10/1（月）

19：00-20：00

※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頂きます。
※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

Kevin 先生が秋の楽しみをいろいろと教えてくれました。

As much as we may not want it to, the summer has come to an end. We can look forward to more beach
time next year when it rolls back around. With the equinox though fall has arrived and there are other things
to be excited about now. For one, the weather changing and getting cooler is something I am always a big
fan of. The new seasonal types of snacks, drinks and foods around Japan are another aspect many people,
including foreigners, enjoy each year. In America, autumn is usually ushered in by pumpkin and
spice-flavored everything, which I miss sometimes. Eventually the color of the leaves will change and
millions of people will venture out to view the foliage and beautifully colorful views around the country. Then
the western holiday season will round out 2018 nicely, beginning with my favorite holiday, Halloween!
（あまり望んでいないことかもしれませんが、夏が終わろうとしています。来年またこの季節が巡ってきたら、
今年よりもビーチで長く過ごせたら、と楽しみにしています。しかし秋分の日を境に秋が訪れ、この季節にも他
に楽しいことがありますね。その一つが気候の変化と、涼しくなってくることで、私はいつもこの変化が大好き
です。この季節特有の日本の食べ物や飲み物も、外国人も含めた多くの人が毎年楽しみにしていますね。アメリ
カでは、秋というのは、たいていかぼちゃと、すべてのものが
スパイスで味付けされる、ということで始まります。時々私もそれ
を恋しく思います。そして秋が深まると、葉の色が変わり、何百万
という人たちが日本中で、紅葉や美しい色彩を眺めに出かけていき
ますね。そして西洋のホリデー・シーズンが、2018 年を素敵に締
めくくるのです。私の大好きな祝日、ハロウィンを皮切りに！）

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. They are trying to pull
some monkey business on me.
Q.彼らは…
① 私に何かを隠している
② 私の秘密をさぐっている
③ 私をいんちきでだまそうとしている

Answer

⇒③

Monkey business とは「いんちき」や「わるふざけ」
という意味を表します。はっきりとした語源は不明です
が、サルという動物から連想される「狡猾さ」や「いた
ずら好き」などのイメージが元になって生まれた表現だ
と考えられています。
（出典：
「週刊 ST」
（朝日新聞社）
）

10 月のお休み
先日の台風、みなさんは大丈夫でしたか？

M: The typhoon the other day was so scary. Were
you OK?
A: No! The roof of my apartment fell off! I heard a big
noise coming from the outside and saw something
big on the road! I couldn’t recognize what it was!
M: Oh, no! That sounds scary! I heard a lot of houses
lost electricity too.
A: You know what? My apartment, too! All lights went
off suddenly and didn’t come back on for a long
time. I went to my friend’s house until midnight.
Next time there will be a big typhoon, I’ll go there. I
never want to experience that by myself again!

M:この前の台風は怖かったね。大丈夫だった？
A:いいえ！私のアパートの屋根が落ちたのよ！外
から大きな音が聞こえて、見たら道路に大きな
物が落ちていたの。それが何かわからなかった
わ！
M:それは怖かったでしょうね！停電になった家
も多かったらしいね。
A:知ってた？私の家もよ！突然電気が全部消え
て、長い間戻らなかったの。夜中まで友達の家
に寄せてもらったわ。今度大きな台風が来たと
したら、またそこに行くつもり。もう二度とあ
んな思いを一人で味わいたくないもの！
（M:Megumi、A:Ashley）

・ 10 月 1 日（月）～3 日（水）および 25 日（木）
～30 日（火）は特別プログラム実施日です。英
検対策講座（5 級～2 級）
、Chit Chat、オーダ
ーメイド以外の講座はお休みです。
・ 10 月 31 日（水）は休館日です。授業・受付と
もにお休みです。

アクタ西宮校 0798-63-2000

