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お薦め書籍 ～ クイズ感覚で語彙力を磨こう～

世界からメリークリスマス ～クリスマスの過ごし方～
クイズに挑戦！～食べ物にまつわる雑学クイズ～

新潟校のＲｏｂｂｉｅより皆さんへ休暇についてのアドバイスです。
西洋の考え方とはどのような違いがあるのでしょうか？
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alking holidays is a very important part of work.
Holidays help you to feel refreshed and relaxed. Even if
you really enjoy your job its good to take a break
sometimes.
Many of my Japanese students told me that it was
difficult for them to take a holiday in their company. One
student said ;“If I take some time off my co-workers will
be angry with me ,they think its selfish”.
In most western countries things are different; workers
are entitled to take annual leave.
It is important to do something special with your
vacation, Try to do something that makes you feel good,
don’t just stay at home and watch T.V. Go somewhere or
do something interesting. This will make you feel good.

-- cont. from the left

Happy people are better workers. Everybody needs to
relax so don’t feel guilty, take a holiday and enjoy
yourself. This will help you be a better employee.
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クリスマスの過ごし方は国によっていろいろです。

世界からメリークリスマス
～クリスマスの過ごし方～

Merry
Christmas!

Hyvää
Joula!
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お薦め書籍
～ クイズ感覚で語彙力を磨こう～

クリスマスシーズンは温暖な気候の
ため、ビーチで過ごし、バーベキュ
ーをするのが一般的です。 家族が
集まり、プレゼントを交換し、ハム、
シーフード、バーベキューなどと温
かい食事を楽しみます。

クリスマスイヴには多くの人がサウナを訪れ
ます。家族で集まり、国営のラジオ放送
”Peace of Christmas”を聴き、先祖のお墓
参りを行う習慣もあります。
フィンランド

クイズで楽しむ

生活英単語
ワークブック

Feliz
Navidad!
メキシコ
“Pinata”（ピニャータ）と呼ばれる紙でできた像に
キャンディやコインなどを詰めて壁に吊るしておき
子供たちは “Pinata”が壊れるまで
順番に叩きます。中から出てきたおかしをどれだけ
たくさん集められるかを競ったりもします

桐原書店
伝統的な、12品のコース料理を楽しみます。
家族の中で一番小さな子供が窓の向こうの夜空に
星を見つけると、お祝いを始めることができます
ウクライナ

Srozhdestvom
Kristovym!

Peter Watcyn‐Jones 定価 1,470円（税込）
日常生活から仕事、ニュースなど、５つの
シリーズからなり、日常の身近な語彙から
熟語表現まで、マッチングゲームやクロス
ワード等を通して様々な語彙を学ぶことが
できます。毎日少しずつ、語彙力を磨いて
みませんか？
～クイズの答え～

参考： www.history.com

クイズに挑戦！

食べ物にまつわる雑学クイズに挑戦してみましょう！
Pizza, lasagna and spaghetti Bolognese contain an
ingredient which was not known in Italy before the 16 th
century, but has been widely used in cooking since the 18 th
century. What is it?
～ピザ・ラザニア・スパゲッティボロネーゼに入っている材料で、16世
紀以前のイタリアでは知られておらず、18世紀から広く料理に使わ
れるようになったものは？

トマト：アメリカが起源とされている食べ物の一つ
で、16世紀のイタリアでは中毒性があるものと考
えられていました。
キイウィフルーツ：中国を起源とする植物で、野
生のサルが熟した果物が好物だったことから
monkey peach と呼ばれ、セイヨウスグリ
（gooseberry) に味がそっくりなことからChinese
gooseberryとも呼ばれていました。

With contributions by
What famous fruit from New Zealand used to be called
The monkey peach and the Chinese gooseberry?
～ニュージーランド産で有名な果物で、かつて『 monkey peach 』
『Chinese gooseberry』と呼ばれていた果物は？
参考：www.funtrivia.com
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