※

教室にピクニックの写真を貼り出しております。1枚￥50円です。申し込み締め切りは5/21（土）です。

Nick’s corner
April saw a big event in the UK. It was a royal wedding,
where one of the royal family of Great Britain gets married. This only happens a few times in every generation so there have been a lot of celebrations all
over the country. The last royal wedding was in 1986, when I was still at Junior
school. The Queen’s second son Prince Andrew married Sarah Ferguson. I remember it very
clearly because it was a school day but we didn’t study anything. The teachers set up a TV in the corner of the classroom and we watched it all day. This time around the wedding is on a holiday so nobody will be at school or work. My
family will be having a barbeque with the TV outside in the garden. I hope it doesn’t rain! I wonder what Japanese people
do to celebrate a royal wedding? Come and tell me if you see me.
こんにちは。ニックのコーナーへようこそ。４月のイギリスでの最大イベ
ントといえば、ロイヤルファミリー家の結婚式でした！！これは各世代で
数回の事で、世界中が祝福をしました。前回のロイヤルウェディングとい
えば、私がまだ中学生だった頃の1986年に行われました。女王の２人目の
息子アンドリュー王子がサラ・ファーグソンと結婚をしました。私はこの
ことを鮮明に覚えています。なぜなら学校には行ったものの授業はなく教
室の隅にテレビを置きみんなで一日中見ていたからです。今回は祝日中な
ので学校や仕事にいる人はいないと思います。私の家族も庭にテレビを出
しバーベキューをするでしょう。私は雨が降らないことを祈ります。私は
日本の皇室の結婚式の時にはどのようにお祝いをするのかなぁ？と思いま
す。私を見かけたらぜひ教えてくださいね。

ベネッセからの英語学習ソフト。アルファベットの大文字・小文字学習から中学入学までに身に
つけておきたい英語500語までを収録。単語ゲームと文字ゲームでは、子供の能力に合わせて
問題レベルを自動調節してくれます。 小学校低学年のお子さんにオススメです。

家・公園・お店・学校などの日常生活で使ってみたくなる「身近で使いやすい表現」を
厳選。会話形式で楽しみながら進めていけるゲームの中で、耳から英語にたっぷりと
触れられます。日常生活で使える英語表現300フレーズ以上が使われています！

OMG! Oxford adds abbreviations!!
OMG! The exclamatory online abbreviation has won the approval of the Oxford English Dictionary. The term — short for "Oh
my God" — is one of dozens of new entries in the authoritative reference book's latest online update. Other Internet-inspired
expressions given the stamp of approval include LOL, "laughing out loud"; IMHO, "in my humble opinion"; and BFF, "best
friends forever." Although the terms are associated with modern electronic communications, some are surprisingly old. The
first confirmed use of "OMG" was in a letter in 1917. (AP)

ネット略語、オックスフォード辞典に収録
感嘆句 "On my God" の頭文字を取った "OMG" など、英語圏の若者らが主にネット上で使用していた略語が、英語辞
書「オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー」に新たに収録された。

OMのつぶやき～礼先生の巻～

新学期が始まったかと思ったとたんに、ゴールデン
ウィークも瞬く間に終わってしまったような気がしま
す。ですのでもうずいぶん前のようにも感じますが、4月のイースターピクニック、おかげさま
で今年も盛大に行うことができました。いつもながらみなさんのご協力に感謝いたします。
さて、今年のゴールデンウィークは震災後の自粛ムードで「安・近・短」で行ける観光地が盛り
上がっていましたね。九州新幹線が開通したこともあったからか、震災の影響も少ない西日本へ
出かける人も多かったようです。私も今回実家の大分に帰る時に広島駅から鹿児島行きの新幹線
「さくら」に乗ってみました。残念ながら大分方面を走ってくれるわけではないので、乗った区
間も時間も従来の新幹線と同じだったんですけどね。でもやっぱり『新しいもの・進化したも
の』ってとてもポジティブオーラ満載でそれに包まれて心地よかったですよ。
このゴールデンウィークを境にそろそろ自粛ムードもゆるんできそうな気もしますが、この「自
粛」という言葉、英語では“self-restraint”となるようです。しかし、そもそも自粛の概念は日本
人の文化に宿るものであるので、海外でそういった動きをストレートに伝えるのが難しいらし
く、“Jishuku”と そ の ま ま 表 記 し て 記 事 に し て い る 海 外 メ デ ィ ア も あ る よ う で す ね。
“Tsunami”もそうですし、“Karaoke”“Teriyaki”“Anime”なども日本の代表的な文化を表す言葉とし
て海外で知られていますが、「自粛(Jishuku)」は悲しいことや反省すべきことがあった後に行わ
れるものなので、日本文化を表す言葉として世界に広がっていくのはちょっと残念な気もしま
す。しかし自粛で気分を曇らせ続けるより、もっと前向きに支援を！という気持ちで、この連休
中にCDで発売されたばかりの『SONGS FOR JAPAN』を買いました。売上
が全額赤十字に寄付されるということで世界の約20カ国においてダウン
ロード販売で売上１位になっているそうです。日本版CDは2000円。でも
私が買ったのは輸入版で1500円。しかもゴールデンウィークのお店の
セール中で10％割引だったもので･･･支援とか言いながらえらい安く手
に入れちゃったような気がするけど、大丈夫かな(笑) こういった形で
微々たる金額でも確実に届いてほしいです。昼間は汗ばむ陽気になって
きましたね。梅雨や猛暑を迎える前に、このさわやかな気候を楽しみま
しょう♪
ソングス・フォー・ジャパン
（￥2,000）

申込締切：５月２０日（金）（書店は５月１８日（水）締切）
試験日： 一次試験 ６月１２日（日）
二次試験 ７月１０日（日）

受験料：５級￥１，４００

４級￥１，５００

準２級￥３，６００

３級￥２，５００

お申し込みはインター
ネットまたはコンビ
ニ・書店にて各自、
お申し込みください。

２級￥４，１００

申込期間：５月７日（土）～５月３１日（火）
試験日：６月２０日（月）～６月２５日（土）
受験料（試験時間）
Gold/￥２，４００（４５分）
silver/￥２，２００（３５分）
Bronze/￥２，０００（３０分）

外国の食べ物はもちろん、様々な教材が揃っています！

・
にて申込み
K&F各教室
ます!!
受験ができ

お家で英語の本

を 読 み た い 方、車 で 英 語 の 音 楽 を 聞 か せ た い 方 お ス ス メ で す！！
各教室にあります申込書にご記入ください！

May 2011 5月
Sun
1

Mon
2

Tue
3

Wed
4

Thu
5

Fri
6

Sat
7

☆7/3(日）
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

バーベキュー
☆7/23（土）-8/27（土）
サマースクール

22

23

24

29

30

31

25

26

27

28

☆7/30.31
キャンプ

の印の日はお休みです。5/5（木）までゴールデンウィークです。

K&F イングリッシュアカデミー
三原校（0848）67-5962

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

竹原校（0846）22-2948

