
期間：７/２３(土)～８/27(土) 

英語で理科・美術・地理/異文化学習コース 

英語が初めての方でも安心の   

   初心者コース 

フォニックス短期強化コース 

 ※日程の相談等、 

各教室のスタッフ 

 までどうぞ！ 

コース料金（税込） 

１週間コース ４５分×６レッスン(1日 2レッスン) ６，０００円 

２週間コース ４５分×１２レッスン(1日 2レッスン) １１，０００円 

３週間コース ４５分×１８レッスン(1日 2レッスン) １５，０００円 

４週間コース ４５分×２４レッスン(1日 2レッスン) １８，０００円 

 

日程 ：7月30日（土）～31日（日） 

場所 ：国民休暇村 大久野島 

定員 ：８０名（定員になり次第締切） 

参加費：お一人様 ６，５００円（税込） 

 ＊参加費に含まれるもの： 

 往復フェリー代、食事代（３食分）、宿泊費（温泉代込）、 

 プール代、オリジナルTシャツなどその他管理費すべて込みです。 

詳しくは各教室で配るチラシをご覧ください！ 



ナニー・マクフィーと空飛ぶ子ブタ 
イギリスの田舎にあるグリーン家では、戦争でいないパパの代わりにマ

マと長男のノーマンが家長を務め、妹のメグシー、弟のビンセントと、4

人で暮らしていた。そんなグリーン家に、ロンドンからいとこのシリルとセ

リアが疎開してきた。しかし、都会っ子の2人とグリーン家の兄弟たちは

ウマが合わず、ケンカばかり。そこへ、ナニー・マクフィーがやって来た。

彼女は子どもたちに5つの重要なことを教えるためにやって来たのだ。 

Highways Become Free for Earthquake Victims  

 Twenty highways became free for certain victims of 

the earthquake on June 20. The highways are in six 

prefectures of the Tohoku region, and Ibaraki and 

Niigata. Victims with certificates can use the highways 

for free for one year.  

 〔語注〕 

highway: 高速道路  prefecture: 県    certain: 特定の 

become ～: ～になる。過去形はbecame 

earthquake: 地震            region: 地域 

with ～: ～を持った、～のある    victim: 被災者、被害者 

certificate: 証明書            for free: 無料で 

free: 無料のfor ～: ～（期間）の間 

 

Hiraizumi recognized as World Heritage site 

 

The ancient Buddhist temples and landscape of Hiraizumi, 

Iwate Prefecture, were recognized on Saturday as a 

UNESCO World Heritage cultural site following the en-

dorsement of the Ogasawara 

〔語注〕 

recognize：認定する   

site：敷地、現場 

World Heritage：世界遺産   

ancient：古来の 

endorsement：承認 

 



Nick’s corner 

It is now July and the summer has well and truly arrived, both in Japan and in 

the UK. Summer means many things to the British – music festivals, summer 

holidays (both abroad and in the UK), barbecues and, unfortunately, often lots 

of rain. These things happen everywhere, but one thing that is very British is cricket. In England 

the soccer and rugby seasons are over and the cricket and tennis seasons are here. In the UK we are very lucky in that 

we have a very high standard of domestic sport in both summer and winter. In the early part of the summer we have 

the Wimbledon tennis competition, but the cricket season spans the whole summer. Cricket is a very complex sport 

with a lot of rules. It looks a little bit like baseball but in many important ways is very different. A standard game lasts for 

five days and has breaks for lunch and dinner, as well as at night. There are eleven ways to get out if you are 

batting. When the bowler (like a pitcher in baseball) delivers the ball it can be going as fast as 145km per 

hour. Batsmen have to wear a lot of protective clothing. If you are interested in cricket you can see short 

introductory videos on the internet like these: 

http://www.youtube.com/watch?v=C9STtcwo0xE   http://www.youtube.com/watch?v=CNdCnkKhitI 

違うクラスのメンバーが集まり、 

一緒に楽しい時間を過ごしました！ 

みなさんこんにちは。７月になり日本にもイギリスにも夏がやってきましたね。イギリスの夏

といえば、音楽祭・夏休み・バーベキュー、また残念なことにたくさん雨が降ります。どこの

国でも色々と行事ごとはありますね。しかしとてもイギリスらしいものと言えば、クリケット

です！イングランドではサッカーとラグビーのシーズンは終わり、クリケットとテニスのシー

ズンです！イングランドでは夏も冬も高い水準の国技があるのでラッキーです！夏の初めには

ウインブルドンのテニスの試合があり、クリケットは夏の間ずっと行われています。クリケッ

トはとても複雑なルール―があるスポーツです。野球のような感じですがルールはとても異

なっています。標準的なゲームは５日間行われ、途中に昼食や夕食などの休憩をはさみます。 

バッティング方法は１１あり、投手が（野球で言えばピッチャーにあたります）ボールを投げ

る時１４５キロのスピードは出ることもあります。打者はたくさんの防護服を着なくてはいけ

ません。興味のある方は上記のサイトを見てみてくださいね！ 

http://www.youtube.com/watch?v=C9STtcwo0xE
http://www.youtube.com/watch?v=CNdCnkKhitI


  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/ 

ＯＭのつぶやき～由佳先生の巻～ 

7/20（水）21（水）は振替レッ

スン日です。この２日間は、通

常レッスンはお休みです。

2011年4月以降、レッスンをお

休みした生徒さんを対象に、こ

の２日間で振替レッスンを受け

ていただけます。教室にサイン

アップシートを置いております

ので、ご希望の方はお名前をご

記入ください。何か質問等ござ

いましたら、お気軽にスタッフ

までお声をお掛け下さ

い。 

July 7月 2011 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

振替レッスン日 

サマーキャンプ 

サマーキャンプ 

サマースクール 

スタート 

印はお休みです。7/15（金）休校日      7/20（水）21（木）振替レッスン日 

7/23（土）～8/27（土）サマースクール    7/30（土）31（日）サマーキャンプ 

みなさん、こんにちは。 

先月は徐々に暑くなりつつも夜は肌寒い日もありましたが、今月は一気に夏ら

しくなるでしょうね。個人的には夏はあまり好きではないのですが、花火大会やお祭りな

ど、夏ならではのイベントはやっぱり楽しいですよね♪ 

K＆Fでも７月はイベント盛りだくさんです！！BBQ、サマースクール、サマーキャンプと去年も大好評

だったイベントがこの夏もやってきます☆ 

マンネリ化しないよう工夫を凝らし、毎年パワーアップした内容を楽しんでいただけるようにスタッフ一

同頑張っているので、是非できる限り多くのイベントに参加してくださいね！ 

さて、話は変わりますが…私の友人が今カナダに語学留学中です。周りからは、「この歳で仕事を辞めて

留学って勇気あるね～」なんて言われていたみたいですが、本人は絶対英語を習得して、帰国したらその

英語力を活かせるような仕事に就きたい！と意気込んでいました。今は留学して半年くらい経つのです

が、最近その友人とは英語でメールのやりとりをしています☆（日本人同士で英語って少し変な感じです

が…）やっぱり留学すると語学習得って速いな～、と実感します。日本にいてももちろん

英語は学べますが、留学と比べると、英語に触れる量が全然違いますもんね。友人の通っ

ている学校では英語でプレゼンテーションもするみたいで、たくさんの友達に囲まれて楽

しそうにしている写真を見ると、自分が留学していた時のことを思い出します。時間とお

金とその時自分の置かれている環境などを考えるといつでも留学できる訳ではないので、

みなさんも機会に恵まれた時には是非そのチャンスを逃さないようにしてくださいね☆ 


