由来を知ろう！
日本でもハロウィングッズやデコレーションを見かけるようになってきました。でも、皆さん、由来に
ついてご存知ですか？ヨーロッパを起源とするケルト民族行事で、毎年10月31日に行われます。この日は
ケルト人の間では1年の終りと考えられており、夜に死者の霊が家族を訪ねたり、精霊や魔女が出てくる
と信じられていました。そして、霊から身を守るために魔除けの焚き火を焚いていたのです。その後、木
の伐採は行わずに、31日の夜にカボチャ（本来はカブ）をくりぬいた中にロウソクを立てた「ジャック・
オー・ランタン (Jack-o'-lantern) 」を魔除けに使うようになりました。現在で
は、仮装した子供達が近くの家を1軒ずつ訪ねては「トリック・オア・トリート
（Trick or treat！お菓子をくれないと 悪戯するよ！）」と唱え、お菓子をもらう
イベントになっています。家庭では、カボチャのお菓子を作り、子供たちは貰った
お菓子を持ち寄り、ハロウィンパーティーを開いたりもします。また、街角のカ
フェなどでは、コスチュームコンテストで楽しむ大人の姿も見受けらます。

10/24(月)
～29(土)

各教室で行います！
是非、お友達を誘ってご参加ください！

毎年、生徒さんたちが心待ちにするイベントのひとつ、ハロウィンパーティーの時期がやってきまし
た！生徒さんたちに負けずと講師たちの仮装にも力が入ります。今年は、コスチュームコンテストを行
います。インターネットでも様々なコスチュームが販売されていますが、100 円ショップで魔女の帽子や
マントを購入し、アップリケなどを縫い付けると、お持ちのワンピースを着るだけでオリジナルのコス
チュームができあがり！また、兄弟姉妹、お友達同士で衣装の交換をしてみても楽しめること間違いな
し！各教室にあるハロウィンパーティーのアルバムや、K&F のサイト(h p://www.kf‐ac.com/events.shtml)
で昨年のパーティーの様子がご覧頂けます。コスチューム選びの為、是非参考にしてみて下さい！

コスチュームコンテスト
コスチュームコンテストは、各パーティーにい
らっしゃる保護者の方に、オリジナリティを審査
基準に、ご自分のお子さま以外のお子さまに投票
して頂きます！講師たちが、その日の優勝者を決
め、パーティー翌週に各教室で生徒の皆さんに
よって、全体の優勝者が決められます。

K&F講師陣に新しくアメリカ、ユタ州出身の先生が加わります！一団となっ
て盛り上げていきたいと思いますので、宜しくお願いします！

Another summer is coming to a close, and I, for one, am glad that the heat
will be lessening soon. I like to be eco‐friendly and not use the air condi oning
too much in our house, but it sure is diﬃcult! In Orlando, where my family
lives, it feels like summer from about March un l November, so I’m happy that it gets cooler earlier than that here.
I had a really fun me with everyone during the summer events, the BBQ, the summer camp, and the Easter picnic.
Now we’re moving into some of our in‐school events. This year, besides just having Halloween par es in the
school, we’ll also be doing a costume contest! Costumes will be judged on crea vity and overall quality. I’m really
looking forward to seeing everyone’s costumes this year!
夏が終わり、暑さも直ぐに和らぐと思うと嬉しくなります。我が家でも環境を考慮し、あまりクーラー
を使い過ぎないようにしたいものですが難しいですね！私の実家のあるオーランドでは、3月から11月頃
まで夏です。それと比べると日本では早く涼しくなるので、嬉しいですね。BBQ、サマーキャンプなどの
夏のイベントやイースターピクニックでは、皆さんと一緒にとても楽しい時間を過ごせました。そし
て、校内イベントの時期がやってきました。今年は、教室でハロウィンパーティーをするだけでなく、
コスチュームコンテストも行います！独創性とクオリティを基準に審査されます！今年も、生徒の皆さ
んのコスチュームを見るのを楽しみにしています！
OMのつぶやき～富美先生の巻～

皆さん、今年の夏休みはいかがでしたか？ この時期ちょっと日差しが弱まると、もう秋のもの悲しい気
配がしてきますよね。「秋＝さみしい」のは日照時間が短くなることで気分がうつになりやすくなるとい
うことで誰にでも起こるそうです。白夜などで夏は夜中でも日が沈まない代わりに、冬は昼間でも薄暗
く、午後3時くらいには日が沈んでしまう北欧などの国々では冬季うつになる人が当然のように多いと言
います。四季があり季節ごとの風習で、日本では「○○の秋」や「秋の夜長」を楽しむ、と前向きに過ご
そうとしますがそういうことは本当に大事なんでしょうね。節電の夏を乗り切った日本、次は節電の冬！
そういえば、夏の冷房の電気消費量ばかり考えていたけど、冬だって暖房で思いっきり電気消費しますよ
ね。。そういえば私のアパートは毎年夏のクーラーによる電気代より、冬の暖房の電気代の方がだんぜん
高いです。まぁ単に寒がり+冷え症なだけかもしれませんけどね。すでに家電業界では冬の節電対策の商
品宣戦が始まっているそうで、売り上げがこの夏前年の７５％増！にまでなったという扇風機に打って変
わるのは、石油ストーブ。 ファンヒーターの方はあっても、電源のいらない石油ストーブがある家庭っ
て今はどれくらいの割合なんでしょうか。私の実家ではずいぶん長い間使っていたので、灯油の燃える匂
い＝冬の匂いというように体にしみついているぐらいですが、やかんでお湯は沸かせるし、煮物の鍋もか
けられるしで本当はエコの強い味方なのかもしれませんね。でもまた灯油の売れすぎなどで供給不足に
なったりしなきゃいいんですが。。このように震災後のいろいろなブームや節電の動きの中で、ファッ
ション業界もクールビズに変わってウォームビズ。“ももひき/ステテコ”ならぬ、“男性用スパッツ
（レギンス）”だそうですよ！ テレビで紹介されていたものはかなり派手めなデザインだったけど本当
に流行るんでしょうかね。１００均ショップではすでにハロウィーンの小物たちが並んでいるし、ここで
も秋の気配です。ちょっと早いかもしれないけど、「今年のコスチューム何にしますか～？」とすでに
ちょっとだけ皆さんをあおらせてもらっとこうと思います♪

テスト採点に新システムが登場！
『Finding out』『Super Kids』を使っている会話クラスで
は、テキスト終了時にまとめテストを行っています！生徒
さまがテストで発揮された『ライティング』、『リーディ
ング』、『スピーキング』、『リスニング』、『スペリン
グ』の力をグラフに表し、テストレポートとしてお渡しす
る新しいシステムが導入されました！レポートには、担当
講師のコメントも入ります。是非、ご家庭での英語学習に
役立ててくださいね！

最新映画
スパイキッズ4D：ワールドタイム・

スタッフ研修会

ミッション
全世界
待望の
大ヒッ
トシ
リーズ「スパイキッ
ズ」の最新作。 母親（ジェシカ・アルバ）

が元スパイと知った双子の姉レベッカ
（ローワン・ブランチャード）と弟セシル
（メイソン・クック）。世界の時間を止め
て過去にさ かのぼり、世界征服をたくらむ
最強の悪党タイムキーパー（ジェレミー・
ピヴェン）の暴挙を阻止するため、敵の手
にある秘石クロノスサファイアを取り戻そ

Halloween Word Search
bat black broom cat costumes
ghosts Halloween hoot monster
moon mummy night owl pumpkin
scare skeleton spider
spirits spooky
vampire witch

9月30日（土）にスタッフ研修会を行いまし
た。ハロウィンパーティーや『ぶちぇぇ竹
原祭り』について話し合いました。これか
らも皆さんに楽しく英語を学んで頂けるよ
う、一団となってアイデアを振り絞ってい
きたいと思います！ スタッフ一同、今後と
も宜しくお願い致します！

‐FAREWELL, SPACE SHUTTLE‐
The space shu le AtlanƟs landed on Earth for the final me on July 21. It was NASA's 135th space
shu le mission—and its last. A er 30 years, the space shu le program has ended. Since April
1981, five shu les—Columbia, Challenger, Discovery, AtlanƟs, and Endeavour—have taken more
than 350 astronauts into space. Many of their missions in the past decade have focused on build‐
ing the Interna onal Space Sta on, a huge science laboratory that orbits Earth. Now, to save money, the plan is
for American astronauts to fly on space vessels owned by private companies.
1981 年から 135 回もの月面飛行をした宇宙飛行機。 国際ステーションの建設など、歴史的役割を遂行
したシャトル計画は日本時間 7 月 21 日 18 時 57 分にケネディスペースセンターに無事帰還した「アト
ランティス号」の任務完了によって幕を下ろした。

land on ～：～に着陸［上陸］する mission: 任務、使命
astronaut ：宇宙飛行
science laboratory ：科学研
士 focus on ：～に重点的に取り組む、～に集中する
究所、科学研究探査機、 orbit ：～の周りを回る、～を周回する space vessel ：宇
宙船

See you!

Hello!
ミルズ順子です！フルタイムで、主人のダニエ
ルと共に皆さんの英語学習のお手伝いをさせて
頂くことになりました。時々、電話で「ミズ
ルッさん？」と、『ずっこけ』効果音みたいに
呼ばれることが多いですが、皆さんをずっこけ
させないよう、楽しくK&Fにお越し頂けるよう
頑張りますので、宜しくお願い致します！
印の日は
お休みです。
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ハロウィンパティー

10月24日～29
10月23日（日）
ぶちぇぇ竹原祭り

10/23(日)にバンブージョイハイランドで行われる「ぶちぇぇ竹原祭り」に参加します！ハロウィンの
ゲームをしたり、小物作りをします。皆さん、お友達を誘って遊びに来て下さいね！

K&F イングリッシュアカデミー
三原校（0848）67-5962

h p://www.kf‐ac.com/

竹原校（0846）22-2948

