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Hi ! Every one ! Are you fine？
？

先日のイギリスとマルタ共和国への旅行から帰国したばかりのＫさんへ旅行について伺いました。
Ｑ．ロンドン（イギリス）は、どうでしたか？
Ａ．国際色豊かな町でした。
ブロードウェーイといえば、アメリカですけど、ロンドンのブロードウェーイも負けていませんよ。
是非、皆さんもロンドンへ行く機会があれば足を運んでください。
Ｑ．マルタ共和国は、どうでしたか？
Ａ．気候も良くて暖かいし、ロンドンとは全く違いますね。 マルタといえば、バスが有名なんですけど・・・
マルタでは細い道でもバスが通るし、バスは、上下に揺れる・・・（笑）
アトラクションに乗っているみたいでした。
町も人も、のんびりしていてとても良いとこですよ。
私も、旅行へ行きたい！ 沢山太陽を浴びて、のんびりしたいですね！
素敵な休日を過ごされているＫさんの旅行話、また聞きたいです。
Ｆｒｏｍ鷺ノ宮校/ Ｓｈｉｍｏｄａ

Hello, I’m Tim, another one of your Arthur English teachers.
I’m from London, England, South East London to be precise.
I have visited a number of countries, I’ve lived in a few of them, Spain for example.
Spain is an interesting country, there’re a lot of things to see, warm hearted people, and nice food!
For me, learning the Spanish language was not so hard, the grammar is very different but some words
are quite similar to English words.
When you visit or live in another country, communication is important.
Not only for asking directions, but for getting to know the people, learning what a country is all about,
understanding what’s on the menu.
That’s the best thing about being in Japan, the food.
Here in Japan, there’s a lot of good food such as sushi.
England on the other hand, is not famous for its food, except fish and chips.
So, life is perfect here in Japan! Sushi, warm hearted people and Arthur English Institute.
Enjoy learning English and your life! Viva Japan!

＊日本語訳は次のページです。

（日本語訳）
ハロー！僕は Tim といいます。 ロンドン、正確に言うとロンドン南東地区の出身です。
僕は様々な国を訪れたことがありまして、その中の１つスペインでは、５年以上住んでいました。
スペインはとても興味深い国で、見るべきものも多いし、人々は皆温かいし、そして食べ物が最高です！
あと、僕にとってスペイン語の勉強はそれほど苦ではなかったです。
文法はもちろん全然違いますが、英語と似ている単語が非常に多いからです。
外国を訪れたり、生活したりすると、コミュニケーションって大事ですよね。 道を尋ねる時だけでなく、
そこで生活している人々、そしてそこがどんな国であるのかということを知ることはとても大切なことですし、
レストランのメニューも理解したいですし…（笑）
日本の大好きなところの１つは、やっぱり食べ物です。
寿司に代表されるように、日本にはおいしい料理が多いですよね。 イギリスだとフィッシュ＆チップス以外は
ネームバリューもいまいちですし…（T T）
日本は、おいしい寿司があって、皆優しくて、アーサー外語学院がある！～完璧です！（笑）
皆さん、英語の勉強と人生を楽しんでくださいね！ ビバ ジャパン！！

生徒さんにインタビュー

（新中野校・N さん）

Q：以前から英語の勉強はされていたのですか？

特には何もしていませんでした。ヒアリングマラソンで少しだけリスニングの勉強はしていましたが、自
分で勉強となると怠けちゃって・・ 学生の頃は留学生が多く、英語を聴いたり話たりすることは身近な
感じでしたが、社会人になってからはめっきりその機会がなくなりましたね。
私の妹がアメリカに住んでいるので、これからアメリカに遊びに行く予定もあるし、この機会に英会話を
勉強してみよう！と思っていたところ、先にアーサーに入っていた友人が紹介してくれたのです。英会話
学校に通うのは始めてだったので、どのような感じか全く想像もつかなく少し不安でしたが、体験レッス
ンをしてみて、とても教室の雰囲気が良く先生も丁寧に説明をしてくれて、英会話を始めるのならここに
しよう！と思い入りました。
学生の頃のような文法中心の勉強というのではなく、レッスンの最初はちょっとした会話から入り、
楽しくレッスンを受けるのですが、きちんとした文法も教えてくれるので私にはこのスタイルがぴったり
です。休んだ分の振替で、別のクラスに行くこともありますが、またちょっと雰囲気も違っていいですね！
まず、一つは最近英語で書き始めた日記を継続することです。
以前先生に、「英語で考える時間を増やしたらもっと上達できるよっ！」
とアドバイスをもらったので、
できるだけ毎日書くようにしています。
二つ目は、今年アメリカに住んでいる妹に会いに行くので、
アーサーで勉強したことを現地で発揮したいです！

Q：アーサーに入学したきっかけはなんですか？

Q：アーサーに入って半年ほど経ちますが、レッスンを始めてみていかがですか？

Q：今後の目標があれば教えてください！

（新中野校 Staff・Hagizaki から）
N さんは、とっても努力家ですね～
英語で日記を毎日書くことはとっても
素晴らしいです！感心します！
継続は力なり・・・
がんばってください！！アメリカで勉
強の成果が発揮できるといいですね。
私も皆さんの力になれるようにがんば
ります！

＜クイズ＞
クイズ＞Who am I ? （私 はだぁ～
はだぁ～れ？）
①Some people wear me.
me. And need me when on a tour.
tour.
Some animals have me.
me. So do all trees when mature.
mature.
Guess what I am.
Can you tell me?
am.
私を身 につけている人
につけている人もいるし、
もいるし、旅で必要になる
必要になる人
になる人 もいる。
もいる。
すべての動物
すべての動物にある
動物にある訳
にある訳ではないけれど、
ではないけれど、大きくなった木
きくなった木ならみんなある。
ならみんなある。
私は誰 ？

②If you are talkative, so am I.I.

If you keep silent, so do I.
I.
Though I have no legs, nor do I have wings.
wings.
I can bounce back in the air like springs

あなたがおしゃべりなら 私もおしゃべり。
もおしゃべり。 あなたが黙
あなたが黙っているなら 私もだんまり。
もだんまり。
私には脚
には脚も翼もないけれど、
もないけれど、バネみたいに
バネみたいに空中
みたいに空中で
空中で跳ね返る。 私は誰？

③What do you get
get if you cross strawberries and
holiday resorts you visit during "Golden Week"?

「イチゴと
イチゴとゴールデンウィークの
ゴールデンウィークの行楽地を
行楽地を掛け合わせると何
わせると何になる？」
になる？」

※ 答えは次のぺージにあります。

Now It’
It’s Quiz Time

①Answer:

の答えと解説

trunk(s)
trunk はいろいろな意味
trunk(s)
はいろいろな意味があります
意味があります。
があります。
私を身につけている人
につけている人もいるし = 「男性の
男性の運動用パンツ
運動用パンツ」
パンツ」
旅で必要になる
必要になる人
になる人もいる = 「旅行カバン
旅行カバン」
カバン」
すべての動物
すべての動物にある
動物にある訳
にある訳ではないけれど ＝ 「ゾウの
ゾウの鼻（nose ではない）」
ではない）」
大きくなった木
きくなった木ならみんなある=
ならみんなある=「木の幹」

②Answer: echo （こだま）
こだま）
③Answer:Jam
イチゴから
イチゴからジャム
からジャムを
ジャムを，連休の
連休の観光地から
観光地から交通渋滞
から交通渋滞を
交通渋滞を連想して
連想して共通
して共通している
共通している。
している。
渋滞；
渋滞；ジャムが
ジャムが答え。
jam （渋滞；
渋滞；ジャム）
ジャム） traffic jam (交通渋滞
(交通渋滞）
交通渋滞）

端午の節句

（こどもの日）

On May 5th, it is called "Kodomo no hi". it means children's day.
The day we also celebrate for boys.
Traditionally we decorate inside house with "kabuto" that is a samurai hat or "gogatsu ningyou"
that is a samurai doll.

They believe those samurai hat and doll are symbol of protecting

boys health and happiness.
They also put "Koinobori" outside of their

house.

Koinobori is big carps on a long pole.

The carps are symbol of making success in the future without giving up as if carps swim up the
big fall.
People eat “Kashiwa-mochi” as children’s day.

“Kashiwa-mochi” is sweet “anko” in soft

“omochi,” and it is surrounded with salt green brown leaf.
The reason oak leaves are used relates to the fact that these leaves don’t actually fall until
new buds emerge.

For this reason, since the 17th century, people have seen kashiwa-mochi

as a symbol to pray to,

to ensure their family name will last forever.

To many Japanese people, kashiwa-mochi is not just a traditional sweet for eating on May 5th,
but is also a reminder of a happy childhood and days of being nurtured by the love of adult
relatives and friends.

＊rice cake wrapped in an oak leaf ・・・

かしわ餅

端午の節句（日本語訳）
五月五日はこどもの日とよばれています。
その日はこどもの日で男の子のお祝いの日でもあります。
伝統的に家の中に兜と呼ばれる侍のヘルメットや五月人形と呼ばれる侍の人形を飾ります。
この兜や五月人形は男の子の健康と幸せを守るシンボルと信じられています。
また、家の外にはこいのぼりを立てます。こいのぼりは大きな鯉を長いポールにつけます。
こいのぼりは男の子の将来の成功をあきらめずにつかむという象徴で、
それはまるでこいが大きな滝を上っていくのと同じ様です。

こどもの日には、かしわ餅をたべます。かしわ餅は、かしわの葉に包まれたおもちです。
柏餅は、この時期に食される和菓子のひとつであります。
柏の木の葉は、新芽が出るまで落ちないことから、１７世紀頃から、家督が絶えず、
子孫が繁栄することを願って柏餅を食す習慣が始まったようです。
多くの日本人にとって、柏餅は、伝統的な和菓子というだけでなく、
多くの人々の愛情に守られていた子ども時代の思い出でもあります。

アーサーからのおしらせ
アーサーからのおしらせ

★児童英検の
児童英検のグループ受験会場
グループ受験会場になりました
受験会場になりました。
になりました。
★ TOEIC(
TOEIC(一般社会人対象)、TOEIC Bridge
(中学・
中学・高校生・
高校生・一般社会人でも
一般社会人でも初級者対象
でも初級者対象)
の団体受験(IP テスト)会場になりました
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
テスト実施日（
実施日（2010 年）
試験日
申込期間

年 インターネット 3／1(火) ～ 4／20(火)
／ 日 郵送
3／1(月) ～ 4／19(月)
2010 年 インターネット
5／6(木) ～ 5／18(火)
6／27(日) 郵送
4／1(木) ～ 5／17(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
5 30( )

「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

５月９日は、母の日です！母の日は、もともとアメリカ
人のアンナ・ジャービスが亡き母をしのんで霊前に白い
カーネーションを手向けた事に由来します。そもそも母
への感謝だけではなく、平和を願う母親たちの社会運動
を記念したものとしてスタートされていました。世界に
広がった母の日ひとつとっても世界中の風習もかなり
異なります。世界中で「母の日」がある事は“母の偉大
さ”を感じさせてくれます。では、この辺で！また次号
でお会いしましょう！See you next time!
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 ≫

