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是非ご覧ください！
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❁参観日月間
❁ハロウィーンパーティー
10月24日～29日

木梨有唯（Ｇ３）

中平海斗

伊藤士竜（Ｇ２）
Ｇ２）

神前咲綾（

小林弘太（Ｇ３）
真殿怜華（Ｇ３）

吉 田 美 咲（Ｇ
西川弘泰（Ｇ２）

山根政真（Ｇ３）

宮本雅之（Ｇ３）

貞徳輝莉 堀本弥希（Ｇ２）

中平花音（Ｇ４）

次回のテスト日は、１０月２４日（月）～１０月２９日（土）です。教室にて申し込みを受け付けて
いますので、各教室のマネージャーに声をおかけください！

OMのつぶやき～レイ先生の巻～

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♪

Tokyo College plans English-only course
The University of Tokyo said July 22 it will launch a course with classes completely in English from fiscal 2012 as part of efforts to promote internationalization. The entrance exam for the course, to be
set up in the College of Arts and Science, will also be conducted in English as it mainly targets foreign
students. Applicants are required to have been educated in languages other than Japanese for 10
years or more before graduating from high school. (Kyodo News)
fiscal ～

～年度

College of Arts and Science

教養学部

東京大学、英語だけで学ぶコースの新設計画
東京大学は7月22日、英語の授業のみで学部の学位が取得できるコースを新設することを発表した。

ハロウィーン特集!!

The Best Halloween Hunt Ever - Book
カルフルなイラストが印象的なページで、各ページ
には色々なものが隠されています。I can find...と言
いながら隠されているものを見つけてみてください
ね！

イースター島にある、お菓子の国。そこで
は、うさぎとヒヨコが世界中の子供たちのた
めに、色とりどりのキャンディを作ってい
る。うさぎの王子・イービーは、ミュージ
シャンになるという夢を抱いていたが、もう
すぐ父親のあとを継ぐことになっていた。あ
る日、イービーはこっそりハリウッドへ向か
い、オーディションを受ける。一方、うさぎ
の最強部隊“ピンク・ベレー”がイービー捜
索に出動した隙に、ヒヨコたちのボスである
カルロスが、キャンディ工場を乗っ取ろうと
企て…。

Halloween ABC - Book
ハロウィーンの夜、トリックオアトリートに出かける子供
たちを追っていくと、AからZのたくさんの言葉を見つける
ことができます。単語とその単語を使った文章で構成され
ていますので、アルファベットの学習にいいですよ！

The Story of the JackO’Lantern-Halloween
アイルランドの昔話のジャック・オ・ランタンのお話。む
かしあるところにジャックというケチで性悪な男がおりま
した。さあ、なぜこのジャックがカボチャのランタンに
なったのでしょうか？ハロウィーンのシンボルとも言われ
るこのジャック・オ・ランタンがどうしてできたのかとい
う昔話を、美しいイラストと共に紹介しています。

Nick’s corner
Those of you who are sports fans may know that the soccer season has already started and summer sports are giving
way to Winter sports. The rugby season will also be starting soon but before that there will be one of the big sporting
events of the year: The rugby world cup.Rugby is an old sport that comes from England. It is named after Rugby School,
where it was invented. The game looks very complicated but the basics are very simple. You cannot pass the ball forwards and you cannot approach the ball carrier from the side. If you remember these two rules the sport is very easy to
understand. The rugby world cup is every four years like the Olympics and the Soccer world cup. This time it is being
played in New Zealand. The favorites to win are the New Zealand All Blacks. They are the strongest team at the moment
and they have the home advantage. Japan has a team and I expect them to get to the knock-out stages at least.。Some
of the games will be shown on Sky Perfect TV so if you are interested you will be able to watch the games. For more information have a look at the website: http://www.rugbyworldcup.com/index.html
And for details on how to play the game look at:http://simple.wikipedia.org/wiki/Rugby_union
みなさん、こんにちは。ニックのコーナーへようこそ！スポーツファンならご存知かもしれませんが、サッカーのシーズンが始
まりました。そして夏のスポーツは冬のスポーツへと移り変わっています。ラグビーシーズンが、もうすぐ始まりますが、１年
の中で大きなスポーツのイベントの一つ、ラグビーワールドカップが始まります。ラグビーはイングランドからきた歴史の古い
スポーツです。ラグビーはそのスポーツを始めた学校の名前から名づけられました。ゲームは一見、複雑そうに見えますが、基
本となるルールはとても単純です。持っているボールを前の選手に渡す事は出来ず、またボールを運ぶ選手に対して横から近づ
く事はできません。もしこれらの２つのルールを覚えていれば、とても簡単に理解できます。ラグビーワールドカップはサッ
カーワールドカップやオリンピックと同じように、４年に一度あります。今回はニュージーランドで行わ、優勝候補のチームは
ニュージーランドオールブラックスです。彼らは今現在もっとも強いチームで、彼らの本拠地で試合が行われます。日本にも
チームがあるので、少なくとも決勝戦に残れるように、期待をしています。いくつかの試合は、スカイパーフェクトＴＶで見る
ことができます。もしも興味があれば見るこができますよ。また、ラグビーについてもっと知りたい方はこちらのウェブサイト
を見てみてください！http://www.rugbyworldcup.com/index.html
す！http://simple.wikipedia.org/wiki/Rugby_union

そして、試合の仕方など詳しい内容はこちらにも書いてありま

見てみてくださいね。

毎年、１０月にハロウィーンパーティーを行います！！すでにＫ＆Ｆで参加されたことのある方も、今
年が初めての方も衣装に悩まれる事と思います。最近では１００円ストアーなどでも、色々なグッズが
売られていますね！インターネットでも、素敵な衣装が売られていますので検索してみてください！

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

