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エンターテインメント 

アドヴィス 
 

貯金のし方 
（ヤンインソン） 

 
 学生の時、お金

はとても大切なも

のです。しかし、

学生じゃないと、

お金は大切ではな

いわけではない。学生の時は、お金がぜ

んぜんない。一日中心配している。しか

し、テキス大学を、卒業した後で，お金

がない。お金はいつのまにかなくなって

しまう。お金をいつも貯めているべきだ。

貯金をするために、このアドバイスを聞

いてください。 

 クレジット・カー

ドをたくさん使うべ

きではない。つまり、

クレジット・カード

はいやなものだ。お金がなって、クレジ

ット・カードを使わない。お金は、クレ

ジット・カードを使えば使うほど、ない。 

 服を買い物した

いったら、バーゲ

ンサールにいって

ください。新しい

服はときどき高す

ぎるので、古い服

を買うのはいい。 

それに、新しい服はドライ・クリーニン

グ屋にもって行かなければいけない。ち

ょっと高い。せんたくする時、コインラ

ンドリーで、古い服を洗いやすい。 

 

 

 おなかがすいたら、

ラーメンを食べてくだ

さい。ラーメンはおい

しくて、安い。大学で、

毎日、ラーメンを食べ

た。しかし、ラーメンが好きではなかっ

たら、ソバとウドンもおいしい。 

 オースチン

に、たくさん

バスがあるの

で、学生は車

を使わないで

もいい。 

 このアドバイスにしたら、お金が貯め

られるにちがいない。 

 

サム、どうしたらいい 
（ヤンインソン） 

 

どうしたらいい。

質問があったら、

いけんを書いて

ください。何で

も聞きなさい。

質問：私はちょ

っとさびしい。

去年、オーステ

ィンに住みにき

ましたが、だれ

もしらない。毎

週末、何もしな

いので、私の人

生はしずかすぎ
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る。友達が会いたいので、何でもするに

ちがいない。私は人を知らなかったら、

どうしたらいい。 

私：オースティンが大好きな所。ようこ

そ。友達に会いたければ、あなたは何か

活動グループと入ったらいいと思う。 

クラブもいい。それで、オースティンの

たくさんの人は音楽が大好きです。友達

がいつのまにかできるよ。 

質問：私のルーム

メイトはいつもう

るさくて、きらい

だ。どうしたらい

い。お茶碗をぜん

ぜん洗わない。ア

パートはいつも汚いので、シャワーを浴

びた後、もシャワーを浴びたい。 

私：つまり、好きじゃないわけですね。

この人はよくない人のだたら、新しいア

パートをさがしたらいかが。どうしても、

ルームメイトのせいかくはだめだ。 

 

質問：お金がないので、物はなかなか買

えなくて、困っている。私は自分で嫌い

だ。どうしたらいい。 

私：仕事を探しなければいけない。つま

り、がんばってください。 

質問によって、私はあなたを助けるよ。 

 

では、 

サム 

 

 

 

 

 

 

 

 

漫画を読んでみたいですか 
（ワルドバウワー） 

 

 大人は時々子供のようなことをしたい

ですね。ブランコに乗ったりかえるを探

したり空想的な友達と遊んだりしたいで

すね。しかし、大きくなったら、そんな

ことをするわけにはいきません。漫画を

読むことも変な人がすることですね。 

 もし漫画を読めば何をするべきですか。

のけ者になりたくありませんね。そして、

女性は漫画を読む人があまり好きではあ

りませんね。しかし、かくれ漫画ならば、

大丈夫ですよ。いつも皆が見えなければ、

変な人だと思われません。おりよく、漫

画は小さいですよ。 

  

 

 

 

 

 

 漫画をかくせる本の作り方はかんたん

ですよ。第一、スコッチテープとはさみ

と漫画より大きい本を買って下さい。そ

の本を切りつぶすつもりですから、安い

のでけっこうです。第二、本を開けて、

じっくりはさみで本に漫画のサイズの穴

をあけて下さい。第三、スコッチテープ

でお互いに本のページをはって下さい。

ひらたくして下さい。第四、本に漫画を

かくれて、漫画を楽しんで下さい。 

 最後のパートは一番難しいです。漫画

の探し方です。友達に聞けませんね。し

かし、心配しないで下さい。インターネ

ットがものすごく役に立ちますね。

「http://www.s-manga.net/ 

memberscorner/comics.html」というウ

ェブサイトでよい漫画が探せます。そし

て、漫画を読み始めましょう。 
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木下サーカス 
（ワルドバウワー） 

 

 「ニアオ」や「ガオオ」や「ぱおぉ～

ン」という泣き声は面白いですね。子供

のころ、いつもサーカスへ行きたかった 
ですね。でも、近くのサーカスがありま

せんでした。他の子供もサーカスが一番

好きですね。しかし、子供も大人もサー

カスへ行くことができますよ。 

 木下の社長は「世界一のサーカス目指

して魔法の赤いテントでロマンと感動を

贈り続けたい」と言いました。楽しそう

ですね。今年、色々な野生な動物とアメ

イジングサファリスペクタカルと決死の

オートバイショーというショーがありま

す。面白いショーへ行きましょう。 

 もう木下サーカスの時期が始まりまし

た。2005 年九月十日から十一月二十九

日まです。高校生以上のチケットは

3,000 円です。三歳以上のチケットは

2000 円です。三歳以下はただです。も

っと情報がほしければ、

「http://www.kinoshita-

circus.co.jp/」というウェブサイトへ

行ってもいいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

ゲームー コーナー： 

女のパースペクティブ 
（ミッシェル ペイン） 

 

 今日の記事はブリザードのワールド 

オブ ウォークラフトだ。このゲームは

去年の十二月にリリースされた。今、た 

くさんの人はワールド オブ ウォーク

ラフトする。このゲームはオンラインの

マルチ プレイアー ゲームだ。 

 ワールド オブ ウォークラフトはと

ても面白くて楽しい。このゲームは他の

ゲームがとても違う。このゲームにはた

くさんの新しいオンライン プレイアー

がいるから新しいプレイアーはいつも助

けてもらう。 

 オンライン ゲームの経験者はこのゲ

ームはちょっとやさしすぎると思う。レ

ベルアップすることがとても早くて、や

さしい。でも来年ブリザードは新しいエ

クスパンションをリリースする。このエ

クスパンション：バーニング クルセー

ドは新しい所とレベルのけんすうがぞう 

 

 

 

 

 

 

 

かされる。これが経験者はうれしくてに

なるようだ。 

 女のパースペクティブでこのゲームは

いい。グラフィックスはとても美しくて、

女のキャラクタのグラフィックスがとて

もきれいだ。ワールド オブ ウォーク

ラフトは他のゲームより面白い。バイオ

レンスすぎないから女の人は好きだ。オ

ンライン ゲームはよく男のゲームだ。

ワールド オブ ウォークラフトも男が

大好きだけどこのゲームは女も好きだ。

とてもすごいね。 
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有名人のゴシップ 
（ミッシェル ペイン） 

 

 音楽のゴシップ：ガックトが新しい歌

を来週リリースさせる。今年、この歌は

ガックトの二十つうたである。新しいア

ルバムは二ヶ月以内に買える。来年もガ

ックトは映画をえんじる。 

 他のニュ

ースで、国

際人むらか

みはるきは

先週、あや

しい外人と

いっしょに

見られた。

むらかみは

るきは「ス

プウトニク

の恋人」や

「神の子供

たちはみん

な踊る」や

「ノルウエイの森」を有名な作家である。

むらかみはるきの本は三十の外国語に翻

訳している。 

 先月、日本へ帰る時にしぶやで見られ

た。むらかみはるきと若い外人の女であ

った。彼女は黒いトレンチコートを着て

サングラスをつけている。彼女はこわい

なまりがあったから、拳銃を持つと思う。

彼女はきけんじんぶつである。 

 他の新聞記者はその彼女がむらかみの

ガールフレンドだと言った。でも私たち

はたしかなすじから彼女はとてもこわい

人だと知った。彼女はテキサスのやくざ

の組長らしいだ。若い組長はむらかみは

るきをきょうかつしている！彼女はきけ

んきわまる。その人を見た時早くこうば

んに行ってけいさつに電話して下さい。 

むらかみはるきを助けて！ 

 来週の新聞記事にガックトのデプ

スインタビューとむらかみはるきの話の

アップデートがある。来週の新聞記事を

読んで下さい！ 

 

 

 
レビュウ：エリザベズタウン 

ディレクター：カムロン・クロウ 

レビュウアー：ロジャーズ・オードリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリザベズタウンは始めはしっぱいに

ついて見たいですが、それはそうじゃな

いです。 エリザベズタウンは自分と家

族と人生の話です。 八年後に、ドルー

さん（オランド・ブルーム）のデザイン

はくつの会社にだいたい十億ドルをあか
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じを出ました。 じさつする前に、ドル

ーさんのお姉さんはドルーさんにお父さ

んはしんだと言います。 その時、ドル

ーさんの人生はいっぺんします。 ひこ

うきでクレーアさん（キルスタン・ダン

スト）というスチュワーデスに始めて会

った時、ドルーさんの人生はもっと変に

なるようです。 エリザベズタウンに着

いて、家族とさいかいした後で、あたら

しい心配ことをあらわれます。 その時、

クレーアさんはドルーさんのひみつや心

配ことなどを聞く人になって、そしてす

ぐドルーさんの好きな人になります。 

この映画の男性の人生こうろのものが

たりはとても楽しくて、面白くて、どく

そうてきですが、カムロン・クロウのは

いゆうの選ぶ方はちょっとおかしいと思

います。ブルームさんとダンストさんは

やくを上手にえんぎしますけど、その二

人はこの映画にいるので、エリザベズタ

ウンはちょっと変な気持ちがあります。 

しかし、エリザベズタウンのものがたり

はすごくて、すてきなサウンドトラック

がありますのでエリザベズタウンはまだ

いい映画だと思います。 けっきょく、

みなさんはエリザベズタウンの後で、暖

かい気持ちがあるでしょう。 

 
レビュウ：レント 

ディレクター：クリス・コランバス 

レビュウアー：ロジャーズ・オードリー 

 

 

レントは 1996 年にジョナサン・ラー

ソンが書いたブロードウェイのしばいで

す。しかし、ブロードウェイでせいこう

したので、今、映画になりました。 レ

ントのものがたりは八人の友達の付き合

いの一年間です。 マークさん（アント

ニー・ラップ）とロジャーさん（アダ

ム・パスカル）の前のルームメイトのベ

ンニさん（テイ・ヂッグズ）は大家さん

の娘と結婚して、新しい大家さんになり

ます。 ベンニさんはマークさんとロジ

ャーさんの集合住宅をこわしたくて、新

しい集合住宅ち、近くの家のない人たち

のすんでいるの空き地にサイバ・カフェ

ーを建てたいです。 マークさんの前の

ガールフレンドのモーリーンさん（イデ

ィナ・メンゼル）はマークさんと別れて、

ジョアンさん（トレーシ・トームス）と

付き合い始めました。 マークさんとロ

ジャーさんの友達のトムさん（ジェッ

シ・マルティン）はろじょうごうとうを

して、エィンジェルさん（ウィルサン・

ヘレディア）にやさしくしてもらいます。 

エィンジェルさんもトムさんも恋におち

ますけど、あの二人は HIV があります。

アパートでていでんの時、ロジャーさん

はミミさん（ロサリオ・ダーソン）と始

めて会って、恋におちます。 でも、ロ

ジャーさんの前のガールフレンドはロジ

ャーさんに HIV をあげてしまいましたの

で、ロジャーさんはミミさんと恋におち

たくないです。 しかし、ミミさんはエ

イズがあります。 

 レントのきょうくんは恋におちる

ことがこわがなくてきっかけをつかむこ

とがいいです。 とてもいじらしいしば

いです。レントのうたは聞く人の耳と心

になりひびきます。 レントはちょっと

かなしいものがたりがあるけど、すばら

しい映画ですよ。 お楽しみね！

 
 



ヤンインソン、ロジャーズ、ペイン、ワルドバウワー - 6 - 

 

 
 

はいくコーナー
 
 
 

テキサスの 
むし暑い秋 
好きじゃない 

 
好きな女 
もう秋学期 
早く聞け 

 

秋の風 
あわい涼風 
どこですか 

 
うるさいよ 
おうみにかえる 
しずかです 
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ACROSS 
1.            赤、白、＿＿ 
2.            寒い、寒くない、寒かった、＿＿＿＿ 
3.            アスピリン、タイロノール 
4.            506/507日本語の本の名前  
5.            日本の一番有名な市   
6.            あいだ、はたなか、かたやま、かとう、

すいとう、たなか、さとう、おおし

ま  
7.            春、夏、秋、＿＿ 
8.            行く/いる/来る、いらっしゃる。食べる

/飲む、＿＿＿＿＿ 
9.            バナナ、みかん、りんご、いちご  
10.        開ける、開く、閉める、＿＿＿ 
 
 
 
 
 

 
DOWN 

11.        11. アキラ、せんとちひろのかみかくし  
12.        12.父、お父さん、母、＿＿＿＿＿ 
13.        13.日本の番組、＿＿＿＿のてつじん   
14.        14.見る、読む、飲む、＿＿＿ 
15.        15.日本の一番有名な料理  
16.        16.サッポロ、キリン・イチバン  
17.        17.さむらいのドラマ   
18.        18.友達、友人：学生、   
19.        19.仏教、キリスト教、イスラム教、ユ

ダヤ教  
20.        20.日本の山  
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