
2005年 12月 8日 
 

毎年新聞  
 

レシピ・コーナー  
チョコレート・ムース  

 
始めてこのレシピでチョコレート・ムースを作ったのは高

校生のときでした。おいしくてかんたんだから、五年後こ

れはまだ私の一番好きなデザートです。 
材料： 
・ビターチョコレート（８オンス、くだいた） 
・バーター（大さじ５ばい） 
・生クリーム（1 1/4 カップ） 
・卵（２） 
・アマレット（大さじ一ぱい） 
・はちみつ（大さじ二はい） 
ぐつぐつ煮立つ湯の上でチョコレートとバーターをボール

にいれて、ゆっくり溶かします。他のボールの中でクリー

ムをあわだてます。三番目のボールで、卵とはちみつをフ

ワフワになるまであわ立てます。そして、アマレットと溶

けたチョコレートとバーターをいれて、みんな混ぜ合わし

ます。小さいボールやワイングラスに注いで、少なくても

一時間れいぞうこでひやします。さいごは、友達といっし

ょに食べてください！ 
もちろん他の材料をいれてもいいです。チャンボールド

（木苺リキュール）やカルア（コーヒーリキュール）大さ

じ一ぱいをいれたらおいしいですよ。 
初めて作るときはちょっと難しいと思うかもしれません

が、作れば作るほどかんたんになります。皆さんがんばっ

てね、おいしいチョコレート・ムースを食べるために。 
 
 （エマ・ウォーマー） 
 

 

 
 
今月のかわいい動物：  

ドーマウス  
 

とても有名な「不思議

の国のアリス」という本と映

画にドーマウスがいますか

ら、今月のかわいい動物のこ

とを聞いたことが多分あるで

しょう。本と映画で、ドーマ

ウスがずっと眠そうだから、

マッド・ハッター（ぼうしを

作る気が変なキャラクター）

がドーマウスをちゃびんの中

に入れました。本物のドーマ

ウスは十月から四月まで冬ご

もりします、それに春と夏に

一日中寝て、夜だけに巣から

出ますから、本当に眠そうな

動物です。ドーマウスの体重

は 15‐30グラムぐらいなの
で、人の手の平に座ることが

できます。そんなに小さいの

で、小さい枝にのぼるのがや

さしいんです。普通の食物は

しゅしや花や果物や虫です

が、冬眠の前に体重を増すた

めにけんかをたくさん食べま

す。 
鳥のように木に巣を作り

ますが、ドーマウスの巣

は鳥の巣と同じではあり

ません。 



ドーマウスの巣は丸くて、かれくさと小さい枝で作った

テニスボールみたいです。捕食動物を入らせないために入り口

がとても小さいです。 
ドーマウスはイギリスの森に住んでいますが、百年前か

ら生そく地が無くなっています。最近は郊外の近所のいけがき

に住むことに慣れているらしい。ちょっと絶滅危惧種だから、

ペットにしてはいけませんが、人が裏庭に鳥小屋のようにドー

マウス小屋を置いているそうです。 

では、今月のかわいい動物のド

ーマウスです。来月はヘッジホ

ッグです！ 
 
（エマ・ウォーマー） 

 

つまがほしい  
私は結婚したいです。アメリカのオースティンに住んでいます。 
「どんな人ですか。」 
私は三十六歳です。アメリカの高校の歴史の先生です。しゅみは読書とかんこう旅行と料理で

す。いろいろな本が好きです。とくにジョン・グリショムの書いた本が好きです。イタリアとス

ペインとフランスへ旅行したことがあります。そして、来年中国と韓国へ旅行するつもりです。

イタリア料理や中国料理やフランス料理が大好きです。だから、イタリア料理とフランス料理が

作れます。 
私はお金持ちです。やさしくてハンサムでかっこいいです。そして、頭がいいです。サッカーが

大好きです。とくにイギリスのアセナルが大好きです。「どんな女の人をさがしていますか。」 
きれいでやさしい女の人が好きです。三十五歳ぐらい女の人です。かんこう旅行することが好き

でやせていて女の人です。きれいなほほえみがあってサッカーが好きな人いいです。でも、イギ

リスのマンチェスターとチェルシが好きな人はいやですよ。 
「私と結婚しませんか。」 
私と結婚したかったら、私に手紙を書いて下さい。電話をかけてもいいです。住所と電話番号が

下にあります。 
 

５５５‐５５５５ 
“結婚したい” 
５５５ 道 
オースティン、テキサス 

 

はいく 
秋の末 

葉が茶色くて 
つまらない 

 
四月時 

雨が降ります 
傘あるか？ 

 
テキサスは 
天気が暑い 
大きらい 

 
茶碗がある 

やかんで純なお湯 
美味しいお茶 

 

 
 
 
 
 
 

ＤＤＲきょうぎかい！  
ＤＤＲが好きですか。「はい」がこたえたらＤＤＲ

をしましょう！テキサス大学のＤＤＲ部の初めての

きょうぎかいです。ダンスが上手だったら、来てダ

ンスをして下さい。楽しみましょう！いい音楽があ

ります。おいしい食べ物と飲み物がありますよ。た

だで食べられて飲めますよ。 
「どこですか。」 



ドラグにあります。その場所の

名前はアインスタインのアーケ

イドです。 アインスタインは

大学のＣｏ‐ｏｐのとなりにあ

ります。 
「いつかですか。」 
十二月三日の土曜日です。午後

四時に始めましょう。時間どう

りに来て下さい。おそくまでダ

ンスしましょう！「どんなしょ

うが受けられますか。」 

一番のしょうはテキサス大学のバスケットボールのしあいのチ

ケットです。二番のしょうはＤＤＲ 
Ｅｘｔｒｅｍｅというビデオゲームです。プレイステイション

のビデオゲームです。三番のしょうは新しくてかっこいかばん

です。四番のしょうはＤＤＲ部のぼうしです。そして、五番の

しょうはＤＤＲ部のＴシャツです。 
「ダンスをしたいですか。」 
ＤＤＲきょうぎかいに来たかったら、電話をかけて下さい。電

話番号は 
５５５‐２４１２です。 

みんながんばって！みんな楽しみましょう！  
 
 

2006年の星占い 
 

牡羊座 3月 21日―4月 20日 
     
 2006年は多分いいです。たくさんお金
を得ますけど、全部賭け事で失います。大変で

すね。パチンコ屋に油断しません！パチンコ屋

でかちません！パチンコ屋へ行かないでもいい

ですよ！ 
 
牡牛座 4月 21日―5月 21日 
  2006年はとてもいいです！いと
しい人を見つけます。後で、抽選に当たります。

たくさんお金を持ちます。大きい家を買って、

いい生活を経験します。すごいですね！ 
 
双子座 5月 22日―6月 21日 
  2006年はちょっと悪いです。新
しい愛が…ありません。お金が…ありません。
猫を買います、でもそれは家へ出ます。悲しい

年ですね！ 
 
蟹座 6月 22日―7月 22日 
  2006年はいいです。あなたは元
気です。病気になりません。いいですね！毎日、

運動したら、体は強いになります。それで、運

動しましょう！ 
 
獅子座 7月 23日―8月 21日 
  2006年はたくさん変化がありま
す。今の会社をやめた後で、新しい会社につと

めます。その会社に、とてもきれいな女性（又

りっぱな男性）がいます。新しいカールフレン

ド（又はボーイフレンド）に会います。ラッキ

ーですね！ 
 

乙女座 8月 22日―9月 23日 
  2006年はちょっと変です。車の
大きい交通事故の後で、スワヒリ語でできるよ

うになります。あなたはどうしてかわかりませ

んけど、スワヒリ語で上手です。アフリカに着

いた後で、仕事はひこうきを直すことです。宝

島を見つけます。おもしろいですね！でも、宝

島に宝がありません。サンドイッチがあるだけ

です。サンドイッチが好きですか？。 
 

碁をあそびましょう！ 
白い碁石はどこに行きますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
天秤座 9月 24日―10月 23日 
  2006年は悪いです。たびたび病
気になります。たくさんジャンクフードを食べ

ますか？ジャンクフードを食べない方がいいで

す。りんごや野菜を食べなさい！ビタミンを飲

んでいただけないでしょうか？ 
 
蠍座 10月 24日―11月 22日 
  2006年はちょっと悲しいです。
金魚を買います。でも、金魚蜂をそうじしませ

ん。金魚は死にます。 
 
 
 



 
射手座 11月 23日―12月 22日 
  2006年はとても悪いです。狼に
かまれます。あなたは狼男です。満月の夜に、

狼男になります。特攻薬がありますか？ 
 
山羊座 12月 23日―1月 20日 
  2006年はいいです。古い家を買
いますけど、ゆうれいが出ます。心配しないで

下さい！うれしいゆうれいです！ 
 
水瓶座 1月 21日―2月 19日 
  2006年はいいです。テレビニュ
ースの司会者が好きです。司会者に会った後で、

司会者がきらいになります。うるさい司会者で

すね！ 
 
 
 
 
 

魚座 2月 20日―3月 20日 
  2006年はつまらないです。同じ
会社、同じガールフレンド、お金がありません。

変かがありません。つまらないですね！ 
 
ノート：2006 の星占いの記事は多分不正確です。 
 
 （ウィルキス） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エックスボックスの紹介  
 
今年のクリスマスのためにマイクロソフト・エ

ックスボックス 360の紹介をします。アメリカ
の若者がみんなエックスボックス 360の紹介を
待っています。四年前、はじめのエックスボッ

クスは人気がありました。今年の冬、もう一度

ビデオゲームは人気があるの贈り物です。クリ

スマスに、木の下にたくさんエックスボックス

360があるでしょう。でも若者が、よくビデオ
ゲームをした方がいいですか。おやたちはビデ

オゲームをすることは大変なことだと思うけ

ど。 
子供たちは運動する時間がないでしょう。子供

たちはエックスボックスについて何で言ってい

ますか。「エックスボックス３６０は一番の贈

り物よ！私は両親がエックスボックスを買わせ

るぞ！」と言いました。両親が「このごろビデ

オゲームにたくさん暴力があります。私は子供

にビデオゲームを買ってあげないよ。」と言い

ました。 
 でもマイクロソフトには二つ競争相手がいま

す。十年前にニンテンドは一番人気がある会社

でした。ニンテンドは今年新しいビデオゲーム

コンソールの紹介しました。ソニーも新しいプ

レイステショーンというコンソールの紹介を発

表しました。今年のクリスマスに贈り物の選択

が多いです。皆はどのビデオゲームコンソール

を選びますか。（ニコラス・カーボ） 

 

 
マイクロスフト・エックスボックス３６０ 
 
 
 
 
おみあいこうこく  
 
1.テキサス大学の女の人に会いたいです。私は
大学の三年生です。せんこうは電気工学だから、

よく図書館で勉強するはずですが、必ずしも一

日中勉強ばかりしているというわけではありま

せん。週末にパーテイーへ行くことさえありま

す。僕の趣味はテレビ・ゲームをしたり、工学

の本を読んだり、映画を見たりすることです。

僕に電話をかけてくれませんか。 

こたえ｛赤い碁石） 

 

 



 
 
2. 愛を探しています。ほんとにコンパニオンがほしいよ。金持ちのサラリーマン 
は適当な主人に成れるから、貧乏な男性を忘れます！仕事が大嫌いですけれど、高いものを買うことが

一番好きですよ。お金を貸してくれませんか。私に電話をして。 
 
3. 英語の先生に会いたいです。今年日本からアメリカへ来ました。アメリカで仕事をするために英語を
習いたいです。日本の高校で英語のクラスを取りました。でもぜんぜんわかりません。今日本語だけ話

せますよ。英語を教えてくれませんか。僕に電話してください。 
 
4. 将来に結婚したいです。素直な家内をさがしています。掃除するが好きですか。おいしい料理を作る
ことができますか。仕事の後で私にビールを出してもいいですか。それなら、私にデートしませんか。

僕は三回離婚しました。でも今度間違いをしないつもりです。私に電話をかけてください。 （ニコラ
ス・カーボ） 
 
 
 
 
 

 
 
  
 


