
 

  

 

 

よく耳にする食欲の秋。寒い冬を乗り越えるために、秋には食欲が増す本能がそなわっているんだとか。 

のどぼとけを英語で何て言うか知って

いますか。 Adam's appleです。 旧約

聖書の中でアダムは禁断の果実を食

べてしまいそれが喉につまったと言う由

来。では日本語の由来は？ 喉仏の骨が

座った仏様の形に見えるから。両方とも

宗教に関係する呼び名を持つ骨。実に

面白い！        

Japan has opened its borders to 

tourists and many other 

countries have been doing the 

same. We can finally travel 

overseas after two long years of 

what felt like a global lockdown. I 

have some places in mind. Where 

to first?      

「人は人生で徳を積むとまた生まれ変

わっても人間になり、逆に悪いことや人

が嫌がることをする人は来世では人間

になれない（虫とかになるらしい）」とい

うテレビで聞いた話を最近思い出し、誰

かに対してイラっとしたら「この人、人間

１回目か😒」と思って心を落ち着かせ

ています。私はせめて３回目くらいか

な？         
長男が国語の宿題で「ごんぎつね」を

音読しています。兵十と加助の会話を

聞いている時のごんのつぶやきを考え

てみよう！と、つぶやきを自分で考えて

お芝居風にやってみたら意外と盛り上

がりました！他のお話でもつぶやき作り

は使えそうなのでおすすめです 。

３年前から始めたホットヨガについて続

報です。諸事情あって休会してから２ヶ

月余りが経ちました。だんだんと体が重

たくなってきたようです…疲れやすい気

もします…時間をかけて積み上げてき

たものがなくなるスピードはほんとに早

い(涙)復活できるまで、今できる事探し

ます！                          

On October 14th, Robbie 

Coltrane has passed away. His 

most famous role was Hagrid in 

the Harry Potter series. 

I really liked watching Harry 

Potter growing up, so I will really 

miss him.  I’m going to rewatch 

the movies now.         

Hello everyone, winter season is 

almost here and with it hopefully 

lots of snow and great 

conditions. I am looking forward 

to snowboarding at a few 

different ski resorts and 

improving some snowboarding 

tricks.                   

I like reading books like Jurassic 

Park, then watching the movie. 

It's a fun reward for reading a 

book. Also, if you've seen the 

movie, it makes reading the book 

easier, even if it's in English. 

My birthday is in November so it 

is coming soon. I'm excited 

because I love eating cake and it 

will be my first time celebrating 

my birthday in Japan! My family is 

going to send me some New 

Zealand snacks, I can't wait!

           

ハワイの人はどこから来たのか？最近

の定説はアジアからなのですが南米由

来の植物があったり、１３５０年頃の物と

思われる鶏の骨がチリでもみつかった

りと南米ともなんらかの交流？があった

そうです。しかし一番近いところでも南

米からハワイは海を隔てて４,０００キロ

も離れているそうです…。いったいどう

やって？                 

家で飼っている３匹の犬のうち、２匹は

１７歳とシニア犬です。１匹は自分で立

ち上がるのも難しく、夜鳴きが続く日々。

正直気が滅入りそうなときもあります

が、倒れている愛犬を見て「だいじょう

ぶ？」といつも優しく声をかける２歳の

姪っ子を見て色々とはっとします。 

         

家族に９３歳のおじいちゃんがいます。

耳が遠くなり、歯はほとんど抜け落ち、

物忘れは日常茶飯事ですが、すごく元

気なんです。元気の秘訣のひとつは、楽

観的でプラス思考な性格だからかもし

れません。少し自分勝手な発想にあき

れてしまう事もありますが、楽しんで何

かをしている姿から学ぶことがありま

す。楽しい事を待つのではなく、する事

を楽しむ、見習いたいです。     

サーティーワンで一番好きなコットンキ

ャンディーが今年も期間限定で出てい

たので、パイントパック(約３人分)の中

身をすべてコットンキャンディーで注文

し、一人ですべて食べました。 大人って

最高！と思った瞬間でした。     

I realized that in Japan we use a 

lot of plastic. I want to use less 

plastic at home so I have started 

using something called "beeswax 

wraps". It is made from beeswax 

and cotton. You use it instead of 

plastic wrap on food. It is 

reusable and eco-friendly! What 

can you do to use less plastic?            

 

１１月２３日、嶋津幸樹先生がＥＦＹにや

ってきます。『１つの出会い、１つの学び

で人生が変わる』を体感できるチャン

スを、ＥＦＹの皆さんにお届けできること

がうれしくてたまりません！想像を絶する

嶋津ワールド、ぜひ◎         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土

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

12月

 

日 月 火 水 木 金 土

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 　

11月

◇各種お手続き締め切り日（毎月５日）   〇口座振替日（毎月２７日） 

12/１１(日)▶▶ クリスマスパーティ 

12/23(金)～1/5(木)▶▶ 冬休み 

 

11/３(木)、２３(水)▶▶ 祝日ですが 

通常通りレッスンを行います。 

 

◆嶋津幸樹先生 講演会&英語ワークショップ 
 

 

全国で開催される白熱英語教室。長野県はＥＦＹでの開

催となります。ＥＦＹ生･卒業生･ご家族は無料でご参加

いただけます。アジアＮo.１英語講師の嶋津先生から直

接英語の指導を受けられる貴重な機会をお見逃しなく！

※詳細は別紙をご覧ください。 
 

◆児童クラスの皆さま 
 

 

９月にお渡し致しましたプログレスレポート(進度表)をお

持ちの方はご返却をお願いします。コメント方法などご不

明点がございましたらお電話またはフロントまでお声掛

けください。ご協力ありがとうございます。 
 

◆英検二次試験対策 
 

第２回一次試験の結果が発表されています。合格された

皆さんおめでとうございます🎉二次試験は英語を話せ

るだけでは点数をもらえません。英検二次試験の準備は

必ず行ってください。はじめて二次試験を受験される方

はフロントまたは担当講師までお声かけください。 
 

◆クリスマスパーティ for kids 
 

 

１２月１１日(日)に開催します🎄おたのしみに！ 

  ※後日別途ご案内致します。  

 

 


