秋らしい気候になってきましたね。小学生クラスでは、11 月末に開催さ
れる暗唱大会・プレゼンテーションに向けて準備を進めています。Super-1
クラスのプレゼンのテーマは「私の好きな季節」。一番人気は夏でしたが、秋
を好きな季節に挙げる人も多くいました。その理由はというと、美しい紅葉
や美術鑑賞、読書など「秋らしい」と思うものから、秋のお菓子はおいしい！
という秋の新しい楽しみ方を提示してくれるものまで様々でした。こうして
皆さんの意見を聞いていると、今まではあまり好きではなかった季節にも、
それぞれいいところがあると気づかされ、自分の視野が広がるように感じま
した。プレゼンテーションは、発表者にとっては自分の考えをいかに相手に
納得させるよう伝えるかを学ぶためのものですが、聞く側にも新しい発見や
学びがある素晴らしい機会となります。新しい視野を持ち、好きなものが増
えれば毎日が今よりももっと楽しくわくわくしたものになりますよね。発表
する側が楽しむのはもちろん、聞く側も新しい自分を発見する気持ちで楽し
んでくださいね！

英検 集中講座
®

アナップでは、1 月 26 日（日）の英検に向けて、重要なポイント、英検までに出来ること、勉強の仕方
についてお教えする１日限りの講座をご用意しました！

学費

対象

小学生以上

レッスン時間

担当

日本人講師

開講校舎

60 分
アナップ 西宮北口校

校外生

3,500 円（税抜）

校内生※

2,500 円（税抜）

入金方法

振込(アナップで口座振替登録済
みの場合は口座振替)

※校内生：12 月現在でアナップの PiCK コースや英検対策講座などいずれかの講座を受講中の方
※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。
級
5級
4級
3級

日程

時間

級

日程

時間

12/26（木）

17：40-18：40

準2級

12/27（金）

17：40-18：40

12/28（土）

15：00-16：00

2級

12/27（金）

17：40-18：40

12/28（土）

15：30-16：30

準1級

12/26（木）

17：40-18：40

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
●クリスマスパーティーのご案内
【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
●家庭学習用文法動画 ●Kids Chitchat12 月スケジュール（11 月末公開）
【中高生 PiCK コース】
●単語の音声付画像 ●Support Day ご案内
※災害時の休講情報も掲載いたしますのでご確認ください。
（ホームページ
でもご確認いただけます。
）

詳しくは、Anup のホームページをご覧ください。
お申し込みは受付までお問い合わせください。

幼児・
小学生対象
12 月無料イベント

Let’s go♪

※詳しくは、Anup ホームページのピックアップ一覧をご覧ください。
お申込みもホームページから随時受付しています。

→→→→→→→→→→→→→→→→→

Ashley 先生は 9 月に九州旅行を楽しんだようです。

Back in September, I had the pleasure to explore the beautiful island of Kyushu. On this one-week trip,
I had the pleasure to visit all of the prefectures except Oita. I started my trip by flying into Miyazaki and
then traveling around the region by train until I arrived in Fukuoka, where I came back to Osaka by
bullet train. I had such a wonderful time, that I can’t pick my favorite experience! In Miyazaki, I visited a
tiny beautiful island called Aoshima where I was fascinated by its unique rock formations. In
Kagoshima, I enjoyed the beautiful scenery and learned all about Saigo Takamori. In Nagasaki, I was
excited to immerse myself in Christian history in Shimabara and Unzen. In Saga, I learned all about
ancient Japan and the Yayoi period. It was a whirlwind trip and although my days were packed full of
sightseeing, there were many things that I couldn’t fit in. I hope that I’ll have the chance to visit
Kyushu again!
（少し前になりますが、9 月に私は美しい九州を訪れる素晴らしい機会を得ました。嬉しいことに一週間の旅行の中で、大分
県以外のすべての九州の県を訪れることができました。まずは飛行機で宮崎に行き、そこから電車であちこち回りながら福岡
へと向かい、そこから新幹線で大阪へ帰りました。本当に素晴らしい時間を過ごしたので、どこが一番だったかなんて選べま
せん！宮崎では小さな美しい島「青島」を訪ね、奇岩に魅了されました。鹿児島では、美しい景色
を楽しみ、西郷隆盛について多くのことを学びました。長崎では、島原や雲仙でキリシタンの歴史
に浸ることができわくわくしました。佐賀では古代日本と弥生時代について学びました。とてもめ

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。

Swole(adj.)
Do you work out? If so, you probably look swole. The
term basically derives from swelling or swollen, but it’s a
positive adjective used to describe top-notch or
particularly aesthetic musculature. An example of
‘swole’ is the actor often seen in action movies Jason
Statham. ）
（あなたは、運動をしますか。もししているとすれば、おそら
くあなたは、swole 筋肉隆々な見た目をしていますね。この言
葉は「腫れる、膨れる」という言葉からきていますが、「一流」
特に「美しい筋肉質な人」を表すのに良い意味で使われる形容
詞です。例えばアクション映画によく出ている
ジェイソン・ステイサムは swole です。）

まぐるしい旅で、毎日観光の予定でいっぱいでしたが、それでもまだまだできなかったことがたく
さんあります！また九州に行く機会があることを願っています！）

（ 出 典 ： Reader’s Digest ’25 Brand-New
Words Added to the Dictionary for 2019’）

12 月のお休み
サンタの仲間の違いについて Layn 先生と話しました。

Y:

L:
Y:
L:
Y:
L:
Y:
L:
Y:
L:

I know that many countries have different ideas about
Santa and his friends. Is anything different between
what you grew up with and here in Japan?
Santa is very similar for me but when I’ve heard the
kids call ‘Black Santa’ is different.
I know ‘Black Santa’ as the Santa for naughty kids.
I grew up with the idea of Krampus.
Krampus? Who or What is that?
He is a demon who takes away bad children.
Where does he take them?
(laughs) I was always too afraid to ask as a child.
So you were a very good child when you were little.
(laughs) Only when my grandmother was looking.

Y:
L:
Y:
L:
Y:
L:
Y:
L:
Y:
L:

サンタやサンタの仲間って国によって違うんだ
よね。Layn が育ったところのものと日本と何か
違いはあるの？
サンタは似ているけど、日本の子供たちが言っ
ている「ブラックサンタ」は違うな。
「ブラックサンタ」は悪い子に来るサンタだよ。
私のところでは「クランパス」だったな。
クランパス？って誰なの？または何なの？
悪い子をさらっていく悪魔だよ。
どこにつれていくの？
(笑)子供の時は怖くて聞けなかったの。
じゃあ Layn は小さい時すごくいい子
だったんだね。
(笑)おばあちゃんが見ている時だけね。

・12 月 23 日（月）～12 月 28 日（土）は特別プログラム
実施日です。英検講座（2 級～5 級）・予約制講座以外
の授業はお休みです。
・12 月 30 日(月)～1 月 4 日(土)は休館日のため、授業・
受付ともにお休みです。

（Y:Yuria、L:Layn）

西宮北口校 0798-63-2000

