長かった夏休みが終わり、そろそろ学校が始まります。この夏、今まで
に経験したことがないような猛暑の日々でしたが、みなさん体調はいかが
でしょうか。一種の災害ではないかと言われていたほど、危険な暑さでし
た。
そんな、体調の具合を気にしながらの夏休みとなったものの、みなさん
にとって、よい時間が過ごせたのではないでしょうか。普段行けない土地
を訪れ、なかなか会えない人と会い、特別な夏の思い出になったのではな
いかと思います。ぜひ、ネイティヴ講師たちに日本の夏休みについて教え
てあげてください。
まだしばらく暑い日がつづきそうです。
水分補給をしっかりとし、あまり無理せずに
励んでくださいね。

9/23(日)

2018 年度第 2 回英検に先がけ、アナップでは模擬試験を実施いたします。実際の
試験さながらの模擬試験を行い、採点の後、日本人講師が丁寧な解説を行います。
模擬試験から英検本番までは２週間。この時期に試験形式で自分の実力を測り、
本番までの調整に役立たせましょう。皆さんの参加をお待ちしています。
日程

時間
１４:００－１５:３０
（模試５０分・解説４０分）
１０:００－１１:５５
（模試６５分・解説５０分）

レベル
中学 1 年生修了程度
約 600 語レベル
中学 2 年生修了程度
約 1,300 語レベル

9/23
（日）

１５:４０－１７：５０
（模試８０分・解説５０分）

中学卒業程度
約 2,100 語レベル

準２級

１４：１０－１６：５０
（模試１００分・解説６０分）

高校 2 年生修了程度
約 3,600 語レベル

２級

１０:１０－１３：００
（模試１１０分・解説６０分）

高校卒業程度
約 5,100 語レベル

５級
４級

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。

３級

(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
●英検模試のご案内
【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
●プログレスチェックのご案内

英検模擬試験

【申込開始日】
10 月英検受験予定者：9 月 10 日（月）１１：３０～
10 月英検受験予定の無い生徒：9 月 11 日（火）１１：３０～
（定員に達し次第締め切らせて頂きます。ご了承下さい。
）
【申込方法】
ACTA 西宮校０７９８－６３－２０００までお電話下さい。
※アナップ生を対象とした無料講座です。
【開講教室】進学館西宮北口校 南館 （アナップではありませんので、ご注意下さい。）
阪急 西宮北口駅下車、南改札出て、徒歩１分

面 白

徳島での体験談です。
Tokushima is a prefecture in Japan that is best known for its Awa Odori, but there is so much more to it than that.
During Obon I hired a car and travelled to the area to see what adventures I could have. After experiencing the
before mentioned world famous festival for the second time, I drove to the mountainous region of Iya Valley. It

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！

was there that I was finally able to tick something off my bucket list that had been there for quite some time, the
Nagoro Doll’s Village, also known as Kakashino Sato. It wasn’t creepy at all. In fact, it was sad. It was such a
beautiful place. It’s hard to believe that no one will live there soon. It feels like such a waste!

Q.息子はどんな様子で帰ってきた？
① 浮かない顔で
② 真黒に日焼けして
③ 顔中あざだらけで

（徳島県は、阿波踊りが一番有名ですが、他にもたくさんのものがあります。お盆休
みの間に、私は車を借りて、いったいどんな冒険ができるのかと思いながらその地域
を訪ねました。先ほど述べた世界でも有名なお祭り（阿波踊り）は 2 回目ですので、
今回は祖谷渓にも車で行きました。そこで、私はついに「死ぬまでにしたいことリス
ト」に長い間載っていたことを一つ達成することができたのです。案山子の里として
知られる名頃に行ったのです。そこはまったく不気味ではありませんでした。むしろ、
悲しくなりました。こんなに美しい場所なのに、もうすぐ誰もここに住まなくなるな
んて信じられません。本当にもったいないことだと思います。
）

Answer

⇒①

long face は「浮かない顔、悲しそうな表情」という意
味を表します。なぜこうした意味になるのかについて、
はっきりしたことはわかっていません。ちなみに「長い
顔」も long face で表すことができます（big head のよ
うに「頭」を指す方が一般的です）
。馬（面長の代名詞）
が店に入り、店長に「Why the long face?（なんで悲し
そうなんだい？）
」と言われるというジョークもよく知ら
れています。
（出典：
「週刊 ST」
（朝日新聞社））

Layn 先生にお盆休みに何をしたのかを聞きました！

Y: How was your Obon holidays?
L: It was very busy.
Y: What did you do?
L: I went to a wedding in America.
Y: That’s nice! How was it?
L: It was a beautiful ceremony and then a very fun reception,
done the American way with lots of eating, drinking, and
laughing.
Y: What is a difference between an American reception and
a Japanese reception?
L: Americans don’t usually play games and have skits at
their receptions. We have a few toasts and then just
eat, drink, and be merry.
Y: Sounds fun! I want to go to an American style reception
someday.

Q. My son came home with a long face.

Y:お盆休みはどうだった？

８月、９月のお休み

L:とっても忙しかったよ。
Y: 何をしたの？
L: アメリカで結婚式へ行ったよ。
Y: 素敵！どうだった？
L: とっても綺麗な式で、アメリカ式の、たくさん食べて、
飲んで、笑ってというとても楽しい披露宴だったよ。
Y: アメリカの披露宴と日本の披露宴は何が違うの？
L: アメリカではゲームはせずに、ちょっとした劇をするよ。
乾杯をした後は食べて、飲んで、楽しむだけ。

・ 8 月 29 日(火)、9 月 5 日(水)～9 月 8 日(土)は特
別プログラム実施のため、振替レッスン、英検
講座・オーダーメイド以外の平常授業はお休み
です。
・ 8 月 30 日（木）～9 月 4 日（火）は休館日です。
授業・受付ともにお休みです。
・ 9 月 17 日（月）
、24 日（月）は祝日ですが平常
授業があります。

Y: 楽しそう！私もいつかアメリカ式の披露宴に行ってみ
たいなぁ。
(Y: Yumiko / L: Layn)

アクタ西宮校 0798-63-2000

