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皆さん！こんにちは！

寒さなんか吹っ飛ばせ！

っという勢いで、第８号ができました。

多く方がこの「英語のひろば」をホントに楽しみにして頂いてるようですので、今回も気合を入れて作りました。
生徒さん達の中には、この年末年始を利用して海外に行って来られた方々もたくさんいました。
がんがん！ご自分の英語を試してきた事でしょう。

今後の学習の糧にして下さい。

今号も、各教室の生徒さん達の生の声や、講師の話がふんだんに入ってます。最後まで読んでね。
また、
「こんな事、載せて～」って言うのがありましたら、お気軽にスタッフまで！

この冬休みに家族でオーストラリアに行ってきました。 一週間の滞在でいろいろな経験をすることができました！
一番印象的だったのは、海がと～っても広かったことです。
また、オーストラリアは日本と気候が逆で、年末は真夏です。今年は本当に暑く、海で泳ぐこともできました。
さらに、夜には、数え切れないほどたくさんの星を見ることができ、ホント感動しました。
東京ではあんなに多くの星は見られない・・・（残念）
大晦日には、たくさんの人達と海で盛大なカウントダウンをし、とても盛り上がりました。
特に、花火がすごくて日本の大晦日とは全く違い、海がパーティー会場みたいでした！
一番楽しかったことは、日本ではあまり体験することができないナイトサファリに行ったことです。
他にも、カンガルーの餌付けやコアラを抱っこすることもできました。
コアラは重いかな～と思っていましたが、大体赤ちゃんくらいの重さでした。（笑）でも、とっても臭かったです。
その後、カンガルーのジャーキーを食べて少し残酷な気分でした・・
オーストラリアではすべて英語で話さなければいけなかったので、とっても大変でした。
特に、一人でショッピングに行った時は、店員さんと一緒に似合う服を選んだり、違うサイズを試したり…と、
日本語では簡単にできることも英語での会話はとても苦労しました。
でも何とか通じることができて良かったです☆ 今度行く時まで英語をもっとマスターしたいと思いました。
（新中野校 R くん）

＜なぞなぞ＞
なぞなぞ＞
＜クイズ＞
クイズ＞

これは日本語
これは日本語にもある
日本語にもある「
にもある「ことわざ」
ことわざ」クイズです
クイズです。
です。
さて何
さて何でしょう？
でしょう？
１．If you run after two hares you will catch neither.
（注：hare 野うさぎ）
２．Failure teaches success.
（注： failure 失敗）
３．The early bird catches the worm.
※ 答えは最後のぺージにあります。

１．What goes up but never goes down?

（増加するが決して減少しないものは何でしょう？）

２．Why don't African animals play games?

（何故、アフリカの動物達はゲームをしないの？）

３．What building has the most stories?

（たくさんの物語や話がある場所はどこでしょう？）

４．What flowers do you always wear?

（いつもあなたが付けている花はなんでしょう？）

５．What is in the middle of Paris?

（パリの真ん中にあるのはなんでしょう？）

※ 答えは最後のぺージにあります。

From: Andi
Hello! My name is Andi. I’m from a picturesque city in the south west of England called Bath.
My hometown is famous for its historic architecture, beautiful scenery and hot spring.
It is a popular tourist destination for people form all around the world.
I enjoy watching and writing about vintage movies. I have written many articles for movie
magazines and co-authored a biography of the famous Hollywood actor Bela Lugosi.
I have also written a volume of humorous poetry, which I hope to have published in the near future.
I also enjoy writing songs. My ambition is to record a CD of my music.
I really like teaching at Arthur English School. Its relaxed and friendly atmosphere provides the
perfect environment for you to study English. Don’t worry about making mistakes, and try to speak
English as often as possible. Even if you don’t have many opportunities to meet native speakers, you
can still practice English outside the classroom with your friends and co-workers who are also
studying English. Have confidence in what you have already achieved, and remember –
Rome wasn’t built in a day.

ハロー！僕はアンディといいます。

イングランド南西部にある「Bath」出身です。

歴史的建造物や綺麗な景色、温泉などで有名な美しい町です。
世界中から観光客が集まる観光地としても人気の高いエリアです。
僕の趣味は、ヴィンテージものの映画を観ることや、それらについて論評を書いたりすることです。
映画雑誌向けにたくさんの記事を書いてきました。ハリウッドの有名な俳優 Bela

Lugosi の伝記を共同執筆し

て出版したこともあります。
また、ユーモラスな詩集を書いたこともあり、そちらの方は近い将来出版物として、皆さんにお届けできれば
と願っております。
あと、僕は作曲も大好きで、僕の作った音楽が CD になることが大きな希望です。
僕はアーサーで「教える」という仕事が本当に大好きです。
リラックス出来て、尚且つフレンドリーな雰囲気で英語の勉強が出来る。
こういう学校は、なかなか他には無いと思います。
ミスを恐れずに、なるべくたくさん英語で話すことに挑戦して下さい。
実生活で英語を使う機会がなかなか無いという方も、例えば、同じように英語を勉強している職場の同僚や友
達と練習をするといった工夫をすると、なんとかなるものです。
今までに皆さんがやり遂げて来た事に対して、是非、自信を持って下さい！
「ローマは一日にして成らず」ですから・・
この言葉を心に留めておいて下さいね。

（鷺ノ宮校・
宮校・H さん）
さん）

Ｑ：
Ａ：アメリカ
Ａ：アメリカの
アメリカのアトランタ！
アトランタ！
Ｑ：
Ａ：家
Ａ：家が大きい！
きい！とか当
とか当たり前
たり前の事に驚いたよ～。
いたよ～。
Ｑ：
―アップル・フェスティバルのご紹介―
Ａ：秋
Ａ：秋に行われるアップル
われるアップル・
アップル・フェスティバルへ
フェスティバルへ行った事
った事かな！
かな！ アメリカでは秋になると各地でアップル・フェスティ
バルが開催され始めます。
Ｑ：
このフェスティバルではエンターテイーメントショー
Ａ：日
Ａ：日が長くなる時期
くなる時期には
時期には、
には、外で遊びすぎないよう
やコンサート、パレードなどイベントが盛りだくさん。
気をつけてたかな（
をつけてたかな（笑）
アップルをふんだんに使ったお菓子や
※ サマータイムと言って、日が長い時期、
時計の時間を１時間進めて調整するんだよね！ その他のフードを味わうことも出来ます。
また、同会場ではアート作品が展示・販売されていた
り、実際に自分達でアート作品を作ったり・・・、
子供達にも大人気だそうですよ！
以前、アメリカに住んでいたんだよね？

どの辺りに住んでいたの？

アメリカに住んでいた時、驚いた事はある？

アメリカに住んでいて１番楽しかった思い出は？

アメリカに住んでいて気をつけていた事は？

（Staff からの一言）
H ちゃんは、アメリカを満喫していた様ですね。高校生になったら、留学するとも言っていたし！
アーサーでしっかりガンバって、夢を叶えてね。

（鷺ノ宮校・Shimoda）

節 分
Setsubun literally means “the day between two seasons”. People celebrate Setsubun on either the 3rd or 4th of
February, the day before the first spring day on the present calendar.
（節分は
節分は文字通り
文字通り「２つの季節
つの季節を
季節を分ける」
ける」という意味
という意味です
意味です。
です。立春の
立春の前日、
前日、現在の
現在の暦で 2 月 3 日か 4 日に節分を
節分を祝います。）
います。）

Bean throwing called mamemaki is done at home on the night of Setsubun. People scatter roasted soy beans inside and
outside
outside their houses shouting, “Fortune in, devils out”. Then they eat the same number of beans as their age and wish
for good health. Bean is “mame” in Japanese which means good health.
（節分の
節分の日の夜には、
には、豆まきと呼
まきと呼ばれる行事
ばれる行事が
行事が家で行われます。
われます。人々は家の内と外に向かって、「
かって、「鬼
、「鬼は外、福は内」と叫び
ながら炒
ながら炒った大豆
った大豆を
大豆を撒きます。
ます。その後
その後、自分の
自分の年と同じ数の炒り豆を、健康を
健康を願って食
って食べます。
べます。
「まめ」
まめ」という日本語
という日本語は
日本語は「健康」
健康」の意味があります
意味があります。
があります。）

At some houses, where there are especially young children, one of the family members (usually the father) act as an
"Oni", and the kids throw beans at him to make him ran away.
（特に小さな子供
さな子供のいる
子供のいる家庭
のいる家庭では
家庭では、
では、家族の
家族の一人（
一人（たいていは父親
たいていは父親）
父親）が鬼の役となり、
となり、子供たちは
子供たちは鬼
たちは鬼を外に追い出す為に
鬼に向かって豆
かって豆を投げます。）
げます。）

Eating “Ehou“Ehou-maki” is another special traditional event which has become popular recently. ”Ehou”Ehou-maki” is a sushi roll
made from rice, cucumber, shiitake mushroom, eel and so on. They say if you eat it facing the happy direction while
keeping quiet, you will become happy.
（「恵方巻
（「恵方巻き
恵方巻き」を食べることは、
べることは、近年ポピュラー
近年ポピュラーになっている
ポピュラーになっている別
になっている別の伝統行事です
伝統行事です。「
です。「恵方巻
。「恵方巻き
恵方巻き」は、ご飯、きゅうり、
きゅうり、シイタケ、
シイタケ、
うなぎなどで作
うなぎなどで作られた巻
られた巻きずしです。
きずしです。黙って恵方
って恵方の
恵方の方向を
方向を向いて食
いて食べると幸
べると幸せになると言
せになると言われています。）
われています。）

アーサーからのおしらせ
アーサーからのおしらせ

★児童英検、
児童英検、TOEIC(
TOEIC(一般社会人対象)、TOEIC Bridge の団体受験会場になりました
団体受験会場になりました。
になりました。
★詳細は
詳細は各教室スタッフ
各教室スタッフまで
スタッフまで、
まで、お問合せ
問合せ下さい。
さい。
TOEIC 公開テスト
公開テスト実施日
実施日（
（
2010
年
）
テスト実施日
試験日
申込期間
年 インターネット 1／ 5(火) ～ 2／ 2(火)
／ 日 郵送
1／ 4(月) ～ 2／ 1(月)
インターネット
2010 年
3／ 1(月) ～ 4／ 20(火)
5／30(日) 郵送
3／ 1(月) ～ 4／ 19(月)
英検 試験日程（
試験日程（2010 年度）
試験日
申込期間
第 1 回 2010 年 インターネット 3／9(火)～5／20(木)
一次 6／13(日) コンビニ
3／9(火)～5／20(木)
二次 7／11(日) 書店
3／9(火)～5／18(火)
※ 5 級～1 級、全て同じ日程です
日程です。
です。 ※二次試験は
二次試験は 3 級～1 級(一次試験合格者)のみです。
のみです。
児童英検 試験日程（
試験日程（2010 年度）
試験日
申込期間
第 1 回 2010 年 6／ 27(日) 5／ 1(土) ～ 6／ 4(金)
※ブロンズ、
ブロンズ、シルバー、
シルバー、ゴールド、
ゴールド、全て同じ日程です
日程です。
です。
2010
3 14( )

世界の
世界の童話・
童話・昔話の
昔話のタイトル、
タイトル、英語では
英語では？
では？
・The Tortoise and the Hare
・Little Red Riding Hood
・Snow White
・The Ugly Duckling
これらはすべて、アンデルセン童話、グリム童話、イソッ
プ物語といった皆さんよくご存知のはずの物語の英語での
タイトルなんですけれど、どれが何のことだかわかります
か？

The Tortoise and the Hare ⇒ ウサギとカメ
Little Red Riding Hood ⇒ 赤ずきん
Snow White ⇒ 白雪姫
The Ugly Duckling ⇒ みにくいアヒルの子

正解は、

英語でも是非覚えてくださいね～！

Now It’
It’s Quiz Time

の答えと解説

①答えは、「二兎を追う者は一兎をも得ず」
run after は「追いかける」と訳せばいい
ので、直訳すれば「二匹のウサギを追いかけ
るとどちらも捕まえられない」
となります。
②答えは、「失敗は成功のもと」
failure が「失敗」
、success が「成功」です
から、直訳は「失敗が成功を教えてくれる」
となります。
③答えは、「早起きは三文の得」
直訳は「朝の早い鳥が虫を捕まえる」
となりますが、
という意味にな早起きをすると良い事がある
ります。
「えいごのなぞなぞ」の答え

①答え
Your age（あなたの年齢）
②答え 何故ならたくさんのチーターがいるから。
cheetah = 動物のチーター
＝
cheater ＝ ズルをする人
③答え
Library（図書館）
④答え
Two lips (２リップス)＝チューリップ
⑤答え アルファベットの
R

「アーサーの英語ひろば」について
ご感想、または「こういうものも載せて
ほしい」というご意見がございました
ら、どんどんお寄せ下さい。
編集／下田美希

２０１０年、初の“英語のひろば“は、いかがでしたか？２月は、節分やバレンタインで大忙しですね！
余談ですが、外国のバレンタインデーは通常男性から女性にチョコレートを渡すそうですよ。素敵ですね！
そして、台湾ではバレンタイデーは女性が男性をデートに誘いプレゼントを要求する日だそうです。（笑）台湾は女
性が強い社会なのかもしれませんね。
では、皆さん、今年も外国の文化に触れながら一年間、英会話を楽しんでいきましょう！！！
新中野校 03-3382-2896
ノ宮校 03-3337-6120
総合受付 03-3392-8591 鷺
武蔵関校
03-3594-4045
（月～土／昼１時～夜１０時）
≪ 編集後記 ≫

