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皆さん、秋ですね～ いかがお過ごしですか？
秋の夜長は、カウチに寝転がってポテトチップスと
「英語のひろば」って事で、第７号をお届けします。
By the way アーサーのHPの各教室のページに
「最近、こんな事がありました～！」コーナーができ
ました。各 staff が頑張ってネタを UP しています。
“月下美人”が開花した貴重な写真も載ってます。
アーサーの生徒の皆さんも大輪の花を咲かせて下さ
いネ・・・ 愛情を込めて、それでは Go ahead.

Hello! My name is Justin.
I come from a small place in eastern Canada called
Nova Scotia. Before living in Tokyo I was teaching
English in Taiwan where I studied Chinese.
Now I am trying to learn Japanese also!
Teaching in Japan is a great way to learn about
Japanese culture and people. Since I came to
Arthur I have had many great experiences.
I am always amazed by the kindness of the
Japanese people.
In my free time I love to write short stories and
novels. My preferred genre is science fiction
because I can write about interesting situations and
try to answer intriguing "What if ” questions. My
writing is influenced by authors like Sir Arthur Conan
Doyle and H.G. Wells. It is my dream to publish one
of my stories in the future, so I am determined to
continue learning more about writing technique.

１．ある公衆
ある公衆トイレ
サインに…
公衆トイレの
トイレのサインに
？
車椅子に乗っている人や、子ども連れ、妊婦の写真の下
にこんな英文が・・・【Please use anyone】
一見普通の英文のような気もしますが、英文が間違って
います。「anyone を使って下さい」となってしまい
ます。きっと、「誰でもご自由にお使い下さい」
Please continue enjoying your English study!
と言いたかったのでしょう。正しくは、
I will see you in class soon!
From Justin
Anyone may use the room (toilet)です。
ハロ－！僕はジャスティンといいます。
カナダ東部のノーバスコーシャ出身です。
２．ある公園
ある公園の
サインに…
公園のサインに
来日前、台湾で英語講師をしながら、中国語を

皆さん、これは、【Naughtiness】を辞書で、
是非是非、調べて見てください！
ここでは、説明しにくい意味もありまして…（苦笑）
ん～っ、これはさすがに誤解を生みそうな気がします
が、どうなんでしょう！？

Maybe

勉強していました。今は日本語に夢中です！
アーサーでは、皆さんとのレッスンを通じて、
日本の文化に詳しくなり、そして日本の方々の優しさに触れるという、
素晴らしい経験をさせていただいています。
僕の趣味はＳＦ等のジャンルの小説を書くことで、
「もし、こうなったら…」という事にいつも想いを巡らせています（笑）。
コナン・ドイルや H.G.ウェルズから、かなり影響を受けていますね…。
これは僕の夢ですが、将来、自分の作品を出版出来たらなぁ～と。
もちろん、相当頑張らないといけないと、覚悟しています…（笑）！
皆さんも英語の勉強を、是非‘楽しんで’頑張って下さい！
では、近々レッスンでお会いしましょう！！

（新中野校・
新中野校・Ｔさん）
さん）

Ｑ：アーサーで英語を勉強してそろそろ５年位になりますよね～。
かなり上達してきていると思いますが、まず、
はじめの頃に戻って英語を始めようと思った「きっかけ」「動機」を教えて下さい。
Ａ：最初は
最初は会社に
会社にアメリカから
アメリカから技術者
から技術者の
技術者の人が教えに来
えに来てくれたんですよ。
てくれたんですよ。

仕事のことは
仕事のことは大体
のことは大体わかったん
大体わかったんですが
わかったんですが、
ですが、込み入った質問
った質問やちょっとした
質問やちょっとした世間話
やちょっとした世間話が
世間話が
出来なくて
なくて、
出来
なくて、なんとかしなくちゃ！
なんとかしなくちゃ！って思
って思ったのがきっかけですね。
ったのがきっかけですね。
ただ、
ただ、その人
その人はテキサスの
テキサスの人で、けっこう訛
けっこう訛りがひどくって…
りがひどくって…
日本の
日本の文化とか
文化とか食
とか食べ物、歴史などにも
歴史などにも全然興味
などにも全然興味がな
全然興味がなかったんで
がなかったんで、
かったんで、
ホントに
（笑）
ホントに「仕事に
仕事に来ている」
ている」って感
って感じの人
じの人だったんですよ。
だったんですよ。

Ｑ：レッスンはどうですか？
Ａ：こちらの先生方
こちらの先生方はすごく
先生方はすごく質
はすごく質が高いと思
いと思いますよ。
いますよ。

プライベートレッスンなので
プライベートレッスンなので、
なので、興味のある
興味のある事
のある事を色々持って来
って来て、
あれこれ質問
あれこれ質問したり
質問したり、
したり、話したりしてい
したりしていますが、
ますが、どんなリクエスト
どんなリクエストにも
リクエストにも答
にも答えてくれるし
えてくれるし、
れるし、
話題も
話題も豊富だし
豊富だし、
だし、レッスンは
レッスンは楽しいですよ！
しいですよ！
ただ、
ただ、インターネットが
インターネットが使えるともっと話題
えるともっと話題も
話題も
増えて便利
えて便利だと
便利だと思
だと思うんですけど…
うんですけど…

Ｑ：長く続けるコツやお勧めの勉強方法などありますか？
この季節になると、日本の街中でも、カボチャの飾り物を
Ａ：う～ん。難しいですけど…
しいですけど…自分の
自分の場合は
場合は仕事でも
仕事でも
よく見かけますが、ハロウィンって本当は何？という方々の
必要ですし
必要ですし、
ですし、海外の
海外のドラマや
ドラマや映画も
映画も好きなので、
きなので、
為に、ハロウィンについて簡単にご紹介します！
それでリスニング
それでリスニングも
リスニングも兼ねて勉強
ねて勉強したり
勉強したり・・・
したり・・・
経済ネタ
経済ネタや
ネタや時事ネタ
時事ネタも
ネタも興味があるので
興味があるので、
があるので、話したり
してますけど・・・
してますけど・・・多分
・・・多分、
多分、他の生徒さんも
生徒さんも、
さんも、
興味のある
興味のある事
のある事をどんどん見
どんどん見つけてやっていくと
つけてやっていくと
段々面白くなって
面白くなって続
くなって続けられるんじゃないかなぁ～
けられるんじゃないかなぁ～。
あと、
あと、行き詰まった時
まった時は、初心に
初心に戻って
簡単な
簡単な文法や
文法や文章を
文章を使って表現
って表現してみるのもいい
表現してみるのもいい
と思いますよ
いますよ！

からの感想
Ｔさんは、色々なことに幅広く興味を持っており、
いつもアンテナを張り巡らせているというタイプの方
なので、話題も多く常に新鮮でいられるのではない
かと思います。 いろいろな英語検定にも挑戦してい
る優秀な生徒さんです。
見習う所はホントに沢山あり過ぎて紹介しきれない
のが残念です。皆さんにも参考になる部分があれば
いいなぁと思います。
（新中野校・Takahama）
Staff

■ハロウィンとは
ハロウィンとは？
とは？

一言でいえば、日本でいうお盆。お盆は死者
の魂がこの世に戻ってくる日です。基本的に
これと同じ。ハロウィンは秋に行われるキリ
スト教の行事で、正確には10/31-11/2です。
11/1がキリスト教の万聖節になり、それを
祝う前夜祭から11/2までを、ハロウィンと呼んでいます。

■どうして仮装
どうして仮装するの
仮装するの？
するの？

日本のお盆は迎え火をして死者の魂に帰ってくるところを
教えてあげますが、ハロウィンの場合は、死者の魂だけでな
く魔物もこの世にやってきます。この時、魔物に魂をとられ
たくないために、人間が魔物の格好をして防ぐのです。

■カボチャのお
カボチャのお化
のお化けは何
けは何？

このお化けには名前が付いています。Jack-O'-Lanternと
いいます。「ジャックの灯り」が日本語訳です。ジャックと
いう老人の霊がこの灯りを持って、この世とあの世をウロウ
ロしています。この世には肉体がなく、あの世にも行けない
悲しい霊ですね。

■子供たちが
子供たちが言
たちが言う「Trick or Treat?」
Treat?」って何
って何？

近所の家々をまわる時、子供たちは家のドアをノックして、
「Trick or Treat～～？」と言っています。これはお化けに
お菓子をくれないと何かいたずらをしちゃうぞ、という意味
です。言われた家の人はいたずらされたくなくないので、
「Treat」（お菓子をあげるよ）と言いながらお菓子をあげ
ます。

① A kangaroo is at the bottom of a 30-foot well.

Each day he jumps up three feet and slips back
two. When will he reach the top?
30
3
2

カンガルーが フィートの井戸の底にいる。
毎日彼は、 フィート飛び上っては フィートずり落ちる。
彼が井戸から出られるのは何日後？

② In the Hope family there are seven sisters
and each sister has one brother.
Including Mr. & Mrs. Hope,
how many are in the family?
7

ホープ家には 人の姉妹がいる。
それぞれの姉妹には兄弟が一人いる。
両親を含めて、ホープ家は何人家族？

③ If a doctor gives you 3 pills and tells you

to take one pill every half hour,
how long would it take before all the pills had
been taken?

医者があなたに薬を３錠渡し、
３０分ごとに１錠飲むように言ったとする。
すべて飲み終わるまでどれだけの時間がかかる？

※ なぞなぞ、クイズの答えは次のページです。
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