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                              Did you know that: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

  

 

 
‘Holy Night`  

in the languages of our teachers. 

1 Sanctaidd nos  Welsh 6 Noite Sagrada 

  

Portuguese 

2 Noche Santa Spanish 7  Urdu 

3 Noapte Sfântă Romanian 8 Al laya Arabic 

4 Szent Éj Hungarian 9 
Svyash’ennaya 

noch’священная ночь 
Russian 

5 Sante Nuit French 10 Kutsal Gece Turkish 

          LIFT 
                                         Life, Information, Fun, Times 

 
1901 年 12 月 5 日、ウォルト・ディズ

ニーの誕生とともに、小さな魔法がこ

の世に生まれました。ディズニーは 27

歳のとき、ミッキーマウスを主人公にし

た最初のアニメ「蒸気船ウィリー」を発

表しました。 「ジングルベルは 1857年に作曲されましたが、クリスマス

用ではなく、感謝祭の歌として作られたものです。 

日本語版 

 

 
 

 

 

 

 

 

1791年12月15日、権利章典が発

効されました。権利章典には、米国憲

法の最初の修正条項 10 項目が含ま

れ、現代の米国社会と政府の柱とい

われています。 

History corner 

12月 21日は、少なくともある男性に

とって、英国ではむしろ無痛の日でし

た。1846年、ロンドンのユニバーシテ

ィ・カレッジ病院で、ロバート・リストン

博士によって、英国で初めて患者に麻

酔が使われました。 

12 月のお祭りの中で最も奇妙で興味をそそるもののひと

つが、オーストリアの「クランプス・ナハト」です。これは、サン

タの邪悪な双子であるクランプス（ヤギと人間の混血の悪

魔）が、いたずらな子供たちを追いかけて通りを歩くという

ものです。 

 

1903 年 12 月 17 日、ノースカロラ

イナ州キティホークのキル・デビル・ヒ

ルズで、オーヴィル・ライトが初の動力

飛行に成功しました。 

オーヴィルの弟ウィルバーは、兄が無

事に着陸した直後に同じ飛行機で上

昇したのですから、気になるはずがあ

りません。 

12 月は冬の日が短いため、暦の上では最も暗い月であ

る。アラスカ、シベリア、カナダ領などでは、この月は太陽が

昇らず、数日間真っ暗闇になる。 
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London 

Vancouver 

 

 

 

 
 
この 4,000 ドルの巨獣は、現在、 

パソコンゲーム上では最も強い。 

The holy grail of 
(something) 

 

理想とされるもの  

同種のものの上に立つもの。 

 

モンゴメリー動物園は、毎年 11 月

29日から12月 31日まで開催され

るクリスマスイルミネーションフェステ

ィバルで、何千もの光とお祝いの装

飾で輝く冬のワンダーランドに変身し

ます。サンタを訪ねたり、毎晩のライブ

エンターテイメントを楽しんだり、温か

いホットチョコレートや焼きたてのクッ

キーを食べたりすることができます。 

 

 

December Festivals around the world 

毎年恒例のアナポリス・チョコレート・ビン

ジ・フェスティバルでは、40以上の地元の

チョコレート業者が、チョコレートバー、ケ

ーキ、キャラメル、トリュフ、ファッジ、クッキ

ー、キャンディー、ホットチョコレートなど、チ

ョコレート特産品を販売しています。ライブ

ミュージック、ホリデーライトキャノピー、職

人によるホリデーマーケット、過去には消

防署によるスモア焼きやジンジャーブレッ

ドハウスのムーンバウンスなどのイベント

も開催されます。 

イングランドのカンブリア地方の食の祭

典です。この美しい地域は、その素晴ら

しい景観と、同様に印象的な農産物や

その他の食品でよく知られています。町

の中心部全体が農産物市場になり、食

品だけでなく、地元のパブや醸造所を

巡るエール・トレイル、「地元の食のヒー

ロー」による実演、子供向けの全年齢

向けエンターテイメントなどで賑わいま

す。 

シアトル・トルコ映画祭 
シアトル・トルコ映画祭は、トルコ映画界

で活躍する新進気鋭のアーティストや

著名なアーティストを紹介しています。

この 4 日間の映画祭では、様々なジャ

ンルの短編・長編映画 12 本、Q&A セ

ッション、オープニング・クロージング、そ

して多くのネットワーキングの機会が用

意されています。 

Vocabulary 
corner 

 

なんてことでしょう！ディナーの請求額

がおおよそ 200 ドルだなんて！ 

Holy mackerel! 

驚きを表す感嘆詞 

驚きや衝撃、驚愕を表す言葉 

 
 

神聖な場所、特別な場所 

 

企業の取締役会室は、 

ここでは神聖な場所です。 

 

Holy of holies 

         大論争や大問題 

 

車に何が起こったのかを見ると、 

母は大論争を起こすでしょう! 

A holy stink 

 

 
 

非常にたくさん 

怒っているようにすること 

声高に訴えること 

 

お客様は、請求書に含めた 

サービス料について非常に 

お怒りになっています。 
 

To raise holy hell 

 

モントゴメリー動物園のクリスマスイルミネーション（アラバマ州） 

 

アナポリス・チョコレート・ビンジ・フェスティバル（メリーランド州） 

テイスト・カンブリア・フードフェスティバル（イングランド、コッカーマウス） 
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Christmas around the world 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

スウェーデン・ストックホルム 
厳密には、クリスマスのお祝いは 12月

1日にスウェーデンの伝統的なアドベ

ントカレンダーを使って始まりますが、本

格的に始まるのは 13日の聖ルカの日

を過ぎてからです。 

24 日に家族でプレゼント交換をするの

がメインのお祝いとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イタリア・フィレンチェ 

イタリアのクリスマスは、これまでに経験

したことのない魔法のようなものです。キ

リスト降誕のシーン、張り巡らされたイル

ミネーション、涼しくさわやかな気候、素

晴らしい料理とワインは、このリストの最

上位に位置します。フィレンツェ最大のク

リスマスマーケットは、サンタ・クローチェ

聖堂の外側にある美しい広場、サンタ・ク

ローチェ広場にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メキシコ 

メキシコのクリスマスは、12月 12日

から 1月 6日までです。キリスト降誕

のシーンやポインセチア、クリスマス

ツリーなど、伝統的な装飾が施され

る。メキシコの守護神であるグアダル

ーペの聖母を祝うことから始まり、ラ

ス・ポサダスやパストレラスなどの伝

統的な行事が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリア 

キャロリングは重要な伝統行事ですが、オ

ーストラリアでは、キャロリングは単に近所

の人が戸別に訪問するだけではなく、文

化的なイベントとして行われています。キャ

ロル・バイ・キャンドルライトは、1938年に

メルボルンで始まり、それ以来、オーストラ

リア全土で行われる伝統行事に成長しま

した。クリスマスイブに人々が屋外に集ま

り、キャンドルの灯火でキャロルを歌いま

す。シドニーなどの大都市で行われる大

きなイベントは、テレビで全国に放送され

ます。クリスマス当日は、冷たい食事をとる

か、ロブスターやエビなどのシーフードを

バーベキューで食べる人が多いのです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

アイルランド 

クリスマスには、サンタにミルクとクッキ

ーを配る代わりに、ミートパイとギネス

グラスを配る習慣があります。ダブリン

では、クリスマスの朝、海で泳いで祝

う。ダブリン近郊のサンディコーブの

40 フィートでは、何百人もの勇敢なス

イマーたちが、チャリティーのために凍

てつく海に飛び込んでいくのです。 

25 日に向けて、アイルランドはショッピ

ング、クリスマスの歓声、明るいクリスマ

スマーケットで溢れかえります 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

中国 

上海では、クリスマスマーケットが人

気を集めていますが、この祝日は、セ

ント・パトリックス・デイやバレンタイン

デーのように祝われることが多いよう

です。家族と過ごすのではなく、友人

と出かけてカラオケを歌ったり、映画

を見たり、アイススケートをしたりと、

気軽なお祝いをするのです。若いカッ

プルはクリスマスに小さなロマンチッ

クなプレゼントを交換し、食べ物も欠

かせません。クリスマスプレゼントに

は、上品なセロファンに包まれたリン

ゴがよく使われます。 
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Special Christmas Invite to our Students 

 

 
 

 

英国のクリスマスを一緒に味わいましょう！ 

香り高いグリュー ワインや紅茶、オーブンで焼きたてのミンスパイを片手に、 

外国人講師と気軽に英会話をお楽しみください。 

 

Movie pick of the month 
 

 

この象徴的な映画が時の試練を乗り越えてきたのには

理由がある。30年前に公開されたにもかかわらず、ノス

タルジックなクリスマスの必見作であり続けているのだ。

続編の『ホーム・アローン 2』では、オリジナルのキャラク

ターはそのままに、ひとつだけ特筆すべきことが追加され

ています。それはニューヨーク。プラザホテルや 5番街の

クリスマスデコレーション、おもちゃ屋さん、雪が積もった

セントラルパークなど、冬のニューヨークの風景は、この

映画にさらなる華やかさを添えています。ドナルド・トラン

プがホテルのロビーでケビンに道案内をするカメオ出演

は、もはや関連性のない唯一の要素である。 

1644年に英国でクリスマスが 16年間禁止されたことをご存知ですか？ 

その後、禁止が解除され、ミンスパイとグリューワインの伝統が何世紀にもわたって 

今も続いていることを嬉しく思います。おかげで英国のクリスマスを今年 YMCAでも 

お祝いできますね！ 

 

ホーム・アローン２ 

英国のクリスマス伝統菓子  

“ミンスパイ”と英会話のひととき 

日 程：12/20(火) 

場 所：広島 YMCA 本館 1階の教室 

☀ 昼：10:30～12:00 with 紅茶 

🌙 夜：18:30～20:00 with ホットワイン（ノンアルコール） 

参 加 費：3,300円 

予約方法：１２月１５日までにオフィスへご連絡ください 


