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月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 

      

8 9 10 11 12 13 

 

 

※英検クラスのみ 

花:12:45-13:35 

花 G 13:40-14:30 

船：15:15-15:55 

花 G:12:40-13:30 花:19:55-20:45 

緑:13:50-14:40 

稲:13:50-14:40 花:12:45-13:35 

 

15 16 17 18 19 20 

 花:12:45-13:35 

花 G:19:15-20:05 

船：15:15-15:55 

船：18:40-19:20 

花 G:12:40-13:30 花:19:45-20:35 

 

稲:13:50-14:40 花:12:45-13:35 

 

22 23 24 25 26 27 

 花:12:45-13:35 

花 G:19:00-19:50 

船：15:15-15:55 

船：18:40-19:20 

花 G:12:40-13:30 花:19:45-20:35 

緑:13:50-14:40 

 

稲:13:50-14:40 花:12:45-13:35 

 

29 30 31    

 花:12:45-13:35 

花 G:19:15-20:05 

船：15:15-15:55 

船：18:40-19:20 

花 G:12:40-13:30    

 

 
 

オムニの冬休み 12 月 28 日（木）～1月 8 日(月)は全ての業務がお休みになります。 

 

  

スクールホリデー 2017/12/28(木)～2018/1/8(月) 

English Salon 

花：成田教室  稲：稲毛教室緑：八千代緑が丘  船：船橋教室   

Gマーク：花崎町教室グリーンサロン  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、年末や年始に使える英語のフレーズをあつめてみました♪ 

 

★年末編★ 
今日は会社の（友達との）忘年会でした。 

Today was my company’s end-of-the-year party. 

今日は家で鍋パーティーをします。鍋料理を作って、みんなでシェアします。 

We are having a dinner party at my house today. We are making a hot pot dish that everyone 

shares.  

ボーナスが出ました。 

I got my winter bonus today. 

今日は仕事納めでした。 

Today is my last day of work this year. 

今日から冬休みです。 

My winter holiday starts from today. 

長野の実家に帰省します。 

I am going to go stay with my parents in Nagano.  

年賀状を書かなくてはなりません。 

I have to write my holiday greeting cards. 

日本では、年賀状を贈りあいます。イギリスではどうですか？ 

We send out New Years cards in Japan. What about in the England?  

年が明ける前に、大掃除をしなくてはなりません。 

I have to do a big year-end cleaning before New Years. 

おせち料理の準備をしています。お正月の三が日、これを食べます。 

I am in the middle of making our New Years meal. We eat it for three days. 

大晦日には、紅白歌合戦を見ます。 

On New Years Eve, everyone watches a singing competition on TV here. 

男女二つのチームに分かれて争います。有名な歌手が参加します。 
The competition is between two teams of famous singers. The teams are split between men and 

women. 

 

★年始編★ 
1 月 1 日は祝日で、ほとんどの人が 2 日と 3 日もお休みです。 

January 1st is a national holiday. Most people have the 2nd and 3rd off as well.  

多くの会社や学校が、お正月を挟んで１週間以上、冬休みとなります。 

It’s typical for most offices and schools to be closed for a week at New Years.  

お正月には、神社に初詣にいきます。着物を着ていく予定です。 

Most people go to visit a shrine at the beginning of the new year. 
 

オムニ・インターナショナル 

0476-85-8048 

 

 

 


