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6/18（土）スタッフ研修日でお休みです。 

☆7/3(日） 

バーベキュー 

☆7/23（土）-8/27（土）   

サマースクール 

☆7/30.31 

キャンプ 

毎年恒例 Ｋ＆Ｆバー

ベキューを今年も竹原

の的場海水浴場で行い

ま す！ 2011 年 ラ イ

ティングコンテストの

表彰式も行います！！

（詳しくは中ページを

ご覧ください）その他

にも、楽しめる企画を

たくさん用意いたしま

すの皆様ぜひご参加く

ださい！ 

K&Fオリジナルランチプレートを作り

ます！ ホットドッグの上にチー

ズ・玉ねぎさらにサルサソースをか

けて出来上がり！ 去年と同じよう

にサラダも添えて販売します！教室

でチケットを販売しますのでお楽し

みに！！ 

 



今年も開催します！K&Fのコンテスト！！ 

今年はライティングコンテストです！！！ 
今回のライティングコンテストは、以下の事を目的としています。 

      １．書く力、綴る力、文法力を向上させる！ 

      ２．よりきれいに英語を書く！ 

      ３．自分自身の考えや意見を英語で表現する！ 

辞書やテキストの表現を参考にしてもOKです。もちろん保護者の方のサポートも大歓迎です。 

辞書がお家にない方は以下のサイトを参考にしてください。無料で辞書が閲覧できます。 

 

 

Level A, B, C: 「英語でマンガを完成させよう！」 

 配布された用紙の吹き出しを英語で埋めてください。＊ページの順番は変更してもOKです。 

 創造力を使って、オリジナルのマンガを完成させましょう！ 

 

Level C: 「英語でマンガを完成させよう！」 

 配布された用紙の吹き出しを英語で埋めてください。 

 創造力を使って、オリジナルのマンガを完成させましょう！ 

 

Level D: 「英語で自己紹介をしよう！」 

 配布された用紙の空欄を埋めて、自己紹介文を完成させてください。 

 その後、エントリーシートに全文を清書しましょう。 
 

Level E:「きれいな字で英語を書きましょう！」 

 専用の下書き用紙で英語を書く練習をし、エントリーシートに清書をしましょう。 

 結果発表：K&F TODAY 8月号、クラス内にて発表！ 

 優勝者には、賞状、豪華賞品が贈られる他、教室に一年間写真を飾らせていただきます。

  ＊７/3(日)BBQパーティーで表彰式を行います。 

 準優勝者には、賞状が贈られます。 

提出期限：2011年6月17日（金） 
＊教室においている箱の中に入れてください。 

“http://www.alc.co.jp/”  “http://dic.yahoo.co.jp/” 

（＊Lv. Aは４枚、Lv.Bは２枚です。） 



皆さんには明けても暮れても、これが食べたい！っていうものがありますか？我が家の次男

ジョシュアは大のお寿司好きで毎日3度お寿司を食べても飽きないくらいです。アメリカにもお寿司屋さん

はありますし、スーパーに言ってもお寿司を売っているコーナーがあります。でもここで手に入るお寿司は、アメ

リカの、しかもアイダホ州のお寿司。海に面していない州では川魚は手に入っても、海の魚はそうそう口にするこ

とがありません。日本の祖父母と電話で話すジョシュアはいつも決まってどれだけお寿司が食べたいかを訴えてい

ますが、いくら孫がかわいい祖父母でもお寿司を日本からアメリカに送ることはできません。見かねた私は先日子

どもたちを連れて近所にあるお寿司屋さんへ行きました。ガラスケースはあるものの、中に入っているネタがやっ

ぱり日本にあるようなものではありません。それでもジョシュアは大喜び。待ち切れずにそわそわしていたら注文

したお寿司が登場しました。うんちくをたれるわけではありませんが、私が握ったほうがおいしそう、って言いた

くなるくらい酢飯の多いにぎりずしだったので、ごはんでおなかがいっぱいになりました。ノアが注文した「ドラ

ゴン」という名前のお寿司？は、中にえびが入った巻物をてんぷら衣をつけて一本に揚げ、その上にスパイシーな

ソースがかけてありました。カリフォルニアロールのように日本では使われない具材が入っているのは当たり前。

海苔の巻いていない巻物のまわりに天かすがまぶしてお好み焼きのソースがかけてあったり、具の入っていない味

噌汁が出されたり・・・。それでもジョシュアは目を三日月にしてほおばって食べていました。また次回日本に

戻った時には思いっきり本物のお寿司を食べさせてやりたいです。これと同じように、日本に住んでいたころには

違和感がなかったのに、アメリカに住むようになって日本に帰国するたびにどうして？と思うものがあります。そ

れは日本のピザ。ピザの種類として、照り焼きチキンとか、ジャーマンポテトとか、きっとそれ以上あるのでしょ

うが、ピザのトッピングとしてあり得ない種類に違和感を覚えるケビンの影響で、我が家は日本でピザをオーダー

して食べることがありませんでした。しかも値段も高い！アメリカのＭサイズが日本のＬサイズなのでしょうが、

お気軽ファーストフードであるはずのピザがお気軽な値段ではないなんて、そこも納得がいきま せん。

アメリカでは週末の金曜日など、ピザを注文して宅配してもらうところが今でも多いようで

す。日本のＬサイズのピザ１枚を買うのと、アメリカでＭサイズ（日本のＬサイズ）を3枚買

うのと同じくらいの値段で購入できるのです。そんなに安く買えるから、たくさん食べて大

きい人がアメリカには多いという構図も納得できます。食文化という言葉がありますが、そ

れをそのまま受け入れずその国でウケが良いようにアレンジして楽しむのも、一つの異文化交流

なのかもしれませんね。 

アメリカにいる富美先生からこんなコメントを頂きました！  

日本にいると意外にも何とも思わなかった食文化の違いに・・・びっくり!! 

Daniel’s corner 

We have a saying that “April showers bring May flowers.” This idiom means that the rain 

in April makes for beautiful flowers in May. Junko and I got the chance to visit Tottori 

Hanakairou and see some beautiful flowers this May, so we were thankful for the April 

showers. However, June has arrived and it doesn’t look like the rain is slowing down at all! The 

weather is getting hotter, and the rain brings some relief to the temperature at least. June is the 

month in which we celebrate Father’s day. It’s a chance to call attention to the sacrifice that our 

fathers make for us by getting up early and going to work, as well as serving us in many other ways. 

I recommend taking the time this month to tell your father how much you appreciate him. 

こんにちは。ダニエルコーナーへようこそ。４月の雨は５月の花を運んでくるといいま

す。この表現は４月に降る雨が５月に花を美しく咲かせるという意味です。私と私の妻、

順子は先月の５月鳥取花回路に行き美しい花を見てきました。そして４月に降った雨をありがたく思いまし

た。しかしながら６月になりこれからまだまだ、雨がたくさん降りますね。気候

もだんだんと暑くなり雨が気温上昇を抑えてくれます。また６月といえば父の日

ですね。毎朝私たちのために早く起き頑張ってくれているお父さんに感謝をする

日です。みなさんも、父の日に、日ごろの感謝の気持ちを伝えてくださいね！ 



  K&F イングリッシュアカデミー 
三原校（0848）67-5962  竹原校（0846）22-2948 

http://www.kf-ac.com/ 

７月（７/５引き落とし分）は授業料に加え生徒さん１人につき、冷房費

￥１，５７５を納めてさせて頂く月になっております。快適にレッスンを

受けて頂くためにも、何卒ご理解の上、ご協力をお願いいたします。 

みなさん、こんにちは！ 暖かくなり、着る服も軽くなって過ごしやすくなりましたね。

これぐらいの気温が一番好きな私はすでに夏の猛暑の心配をし始めました。夏は日が長

く、休日は夕方でもまだ何かできないかな、何かしたいなと思えるので好きなのですが、

暑すぎるのは嫌ですね。さて先日、私は両親と一緒に貝堀に出かけ２時間ほどしゃがみこんで、３人でバ

ケツ半分ほどとって帰りました！３人でバケツ半分…がっかりもしましたが、やはりスーパーで買う貝よ

りも美味しかったです！お天気も良くて日に当たりながら、のーんびり過ごすことができました。普段は

海に行ったりしないのですが、こうやって自然に触れるのもいいもんだなぁ…と実感！その後、何かのカ

タログで登山用のおしゃれな洋服を見つけ、登山もしないのに欲しいなんて思ってしまったくらいです

(笑）登山…気持ちいいんだろうなとは思いますが、簡単に始められるものではないですよね？！暖かく

なってきたら色々と挑戦したい気分ですが、お金の無駄使いをしないようにしっかり考えて楽し

みたいと思います！そして、先月ですが、香川にうどんを食べに行ってきました！事前に人気の

あるお店を調べ、はりきって行ったのはいいのですが・・・長蛇の列。お店の駐車場を管理して

いた方によると『今日は、２時間くらいかかるんじゃないか

なー。』と言われ諦め次のお店へ。次のお店はお客さんが少なくあ

れれ？？っといった感じだったので食べ終えてすぐ、次のお店へ。

そこで４０分ほど待ち、釜揚げうどんをオーダーし、おいしくいただきまし

た。食べる事が大好きな私なので、本当、至福の時でした。また近いうちに

食べに行こうと思っています。どこかお勧めの場所がありましたら教えてく

ださーい！！ 

OMのつぶやき～里美先生の巻

ナタリー・ポートマン、ミラ・クニス共演の心理ス

リラー。ニューヨークのバレエ団に所属するニナ

（ポートマン）は、元バレリーナの母とともに、そ

の人生のすべてをダンスに注ぎ込むように生きてい

た。そんなニナに「白鳥の湖」のプリマを演じる

チャンスが巡ってくるが、新人ダンサーのリリー

（クニス）が現れ、ニナのライバルとなる。役を争

いながらも友情を育む2人だったが、やがてニナは

自らの心の闇にのみ込まれていく。 

最
新
映
画 


