
 
 
 

 
 
 

 
 
※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  ●第 2 回英検対策講座のご案内 

【幼児】 
●イベント “Beach Party” 
●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 
●家庭学習用文法動画 ●Kids Chitchat８月スケジュール 
●絵本の音声動画（暗唱大会練習用） 

【中高生 PiCK コース】 
●単語の音声付画像 
●８月サポートデイ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一気に暑くなったと思ったら、いつまでも梅雨が明けないなど、今年の天

候は不安定ですね。熱中症、大雨、台風など今から心配なことがたくさんあ

りますね。「備えあれば憂いなし」と言いますが、英語では「Hope for the best, 

 but prepare for the worst.（最善を祈り、最悪に備える）」

という言い回しがあります。ローマ時代の政治家であ

り、哲学者でもあったセネカという人の言葉だそうで

す。先を見据えることの大切さは、今も昔も変わらない

ものですね。しかし、そうはわかっていても、なかなか

重い腰があがらないのも人間というもの。夏休みという

まとまった時間のある今こそ、いろいろと今後の備えを

しておきたいものです。必要な準備をし、何度もシミュ

レーションをするのが大切なのは防災も英語も同じで

す。今後、どんな英語の力が必要かを見据えて、しっか

り備えておきたいものですね。 

 

 

幼児様対象 8 月の無料イベント 

※詳しくは、Anupホームページのピックアップ一覧 Beach Partyをご覧ください。 

お申込みもホームページから随時受付しています。     →→→→→→→→→→ 

 

(2018 年 10 月生まれ～2019 年 3 月生まれ対象) 

新規開講 

Babyクラスでは、ネイティブ講師の発音を聴かせることで、英語学習の「下地」を創ります。 

素晴らしい吸収力をもつ幼児期に、英語の歌や会話で英語脳を養いましょう！ 

○アナップの特徴 

①学年ではなく月齢でクラス分け 

乳幼児の成長の差を考慮し、6 ヵ月ごとでクラス分け 

②オプション講座で入学金の徴収なし 

体力的に安定しない乳幼児期に、入学金なしで入学できるので試しやすい 

③ネイティブ外国人講師担当 

言語の学習にもっとも適した乳幼児期に充分な英語をインプット 

④日本人講師のアシスタント 

お子様はもちろん、お母様のサポートも 

⑤月齢に合ったカリキュラムとベビーサインランゲージ 

ジェスチャーでコミュニケーションをとることで、言葉と意味を結び付けやすくします 

Baby クラス 

 

開講曜日・お時間については、受付までお問い合わせください♪(TEL：0798-63-2000) 

Hello♪ 

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。) 

 



 
 

 

Here we are again in the one of the best (and worst) seasons in this region of the world, which divides 

people on how they view it in Japan overall. Traditionally the heat and humidity of the summer in Kansai is 

pretty brutal, especially since so many people spend a lot of time walking around outside on a daily basis for 

their commutes. This year has been good so far with not too much intensity as of yet, and the rainy season 

is soon to come to an end. The good news is that there are many opportunities to cool off in summer, one of 

the best being going to the beaches and swimming in the ocean when the opportunity arrives. I was able to 

finally make it up to Kyotango this year to visit the beautiful landscape there, and the beaches are gorgeous. 

Suma beach is the closest and most popular option for most Kansai residents, but it can get very crowded. 

Someday soon, I wish to try swimming at famous Lake Biwa and see how it is up there in Japan’s largest 

lake. Until then, I will have to settle for enjoying ice cream from the convenient stores and ducking into air 

conditioning wherever I can find it!   

（この地域の最高（で最悪）の季節の一つが、またやって来ました。日本の夏についてどう思うかは、人によって分かれます

よね。従来、関西の夏の暑さと湿度はひどいものですが、特に毎日多くの人が、通勤で長時間外を歩いているので、暑さが増

しますね。今年は今のところ、まだ暑くもなく、良い気候が続いていますし、梅雨ももうすぐ終わりそうです。夏の良いとこ

ろとしては、暑さをしのぐ方法として、機会があれば、ビーチに行ったり、海で泳いだりできるところですね。今年は念願叶

って、京丹後の美しい風景や輝くようなビーチを、ついに訪れることができました。須磨の海岸は近くて、関西の人にとって

は最も人気のあるビーチの一つですが、とても混みあうことがあります。近いうちに、できれば有名な琵琶湖で泳いで、日本

一大きな湖で泳ぐのはどんな感じか知りたいと思っています。それまでは、エアコンの部屋にできるだけ逃げ込んで、コンビ

ニのアイスで我慢するしかないですね！） 

 

 

西宮北口校 0798-63-2000 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

７，８月のお休み 

・ ７月３０日（火），３１日（水）および８月２９日（木）

～３１日（土）は特別プログラム実施日です。英検

講座以外の授業はお休みです。 

・ ８月１１日（日）～１８日（日）は休館日です。授業・

受付共にお休みです。 

 

 
 

Lyndon 先生は、歌うことがだいすきみたいです！ 

Y: I have noticed that you often sing while you work. 

Do you like to sing? 

L: Sure! I love singing. I sing every day. 

Y: Do you like to sing karaoke? 

L: Of course! It is my favorite thing to do. 

Y: Me too! How often do you sing? What’s your 

favorite? 

L: I sing karaoke a couple times a week. I don’t have a 

favorite. I sing everything. 

Y: I don’t go quite as often as you, but I like to sing 

“Let it go!” 

L: The English version, I’m sure! 

 . 

 

Y: アナップでよく歌ってるよね。歌うこと好

きなの？ 

L: そうだよ！歌うのがだいすきなんだ。 

毎日歌っているよ。 

Y: カラオケも好きなの？ 

L: もちろん！とくに好きなことだよ。 

Y: 私もだよ！どれくらい歌うの？ 

お気に入りの曲はなに？ 

L: カラオケには週に数回行くよ。特にお気に

入りのものはないかな。なんでも歌うよ。 

Y: 私はそんなには行かないけど、 

“Let it go” を歌うのがすきだよ。 

L: それはもちろん英語バージョンだよね！ 

 (L: Lyndon, Y:Yuria) 

 

  

 

言語というのは絶えず変化するものです。英語ももちろん例

外ではありません。テクノロジー、文化、政治などが変化す

るごとに、それを表現する言葉が生み出されます。このよう

に新しく生まれた英語をご紹介します。 

Post-truth (adj.) 
Definition: Relating to circumstances in which 

objective facts are less influential in shaping public 

opinion than appeals to emotion and personal belief. 

This was the OED’s Word of the Year for 2016. Used 

in phrases like ‘post-fact politics’ and ‘the post-fact 

era’, it seems this word is here to stay. 

（定義：客観的な事実よりも、感情的な訴えや個人の信条が民

衆の意見に影響を与える状況のこと。2016年度の「OED流行

語大賞」に選ばれました。（postは「～後」「～以後」とい

う意味。）「ポスト真実（脱・真実）政治」「ポスト真実（脱・

真実）時代」という表現などに使われ、今後も残る語となりそ

うです。）（出典：Oxford House Language Courses  
(https://oxfordhousebcn.com/

en/10-english-words-

you-need-for-2018/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暑いのが苦手な Kevin 先生。でも夏だけの楽しみもありますよね！ 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016

