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ステップアップレッスン・今月のフレーズ （クリスマス編）
Let's make some Christmas cards!
クリスマスカードを書こうよ！
Let's decorate a Christmas tree together!
Merry Christmas and a
一緒にクリスマスツリーを飾ろうよ！
happy New Year!
(メリークリスマスそして
Santa Clause is coming to town.
良いお年を!)
サンタが街にやって来る。
There'll be some presents underneath the Christmas tree.
クリスマスツリーの下に、プレゼントがあるでしょう。
What did you get from Santa?
サンタさんから何もらった？

~Teacher's Room~

Manager's Room

こんにちは！もうすぐクリスマスですね。今回はクリスマスの由来と、
Hello everyone!
飾りつけの意味について少しご紹介します。
The weather is getting cold so be sure to bundle up. I don't
クリスマスとは、イエス・キリストの誕生を祝う日です。 クリスマスの語
want anyone to get sick and miss my class.
源は、ラテン語のChrist（キリスト）＋mas（ミサ、 礼拝 ）＝Christmas。
All of the students are studying hard and learning a lot.
キリストの誕生日が古代ヨーロッパの冬至の祭りと結びつき、12月25日
Everyone is having fun studying together. The students are also となりました。昔の暦は日没を過ぎると日付が変わったので、25日は現
getting excited for Christmas. They learned how to sing "Jingle 在の24日の日没後にあたります。なので、24日の夕刻から朝までをク
Bells" and they can now spread the holiday cheer in English.
リスマス・イブとして祝い、プレゼントも24日の夜なのですね。 クリスマ
Have a great day and enjoy the holidays!
スツリーに使うもみの木は、冬でも葉を落とさない常緑樹で、永遠の命
を表します。ツリーのてっぺんに飾る星は、キリストが生まれた時東の
Alan
空に輝いていたという「ベツレヘムの星」を表しています。イルミネーショ
ンやろうそくも、空に輝くたくさんの星のことで、木々の間にきらめく星を
こんにちは皆さん！
、モミの木にろうそくを灯して再現したことに由来しています。よくツリー
だんだん寒くなってきたので、暖かく着込んでくださいね。誰にも、風
の飾りにある杖の形のキャンディや、ベルや、丸い玉飾りにも意味があ
邪を引いてレッスンをお休みして欲しくないですからね。
ります。キリスト教では人びとを羊に、神を羊飼いに例えるので、キャン
ディは羊飼いが羊を導くために使う杖の形をしているのです。ベルは、
当スクールの生徒さんはみんな一生懸命勉強してくれていて、たくさ
キリストの誕生を知らせた喜びのベル、そして迷える羊を導くためのベ
ん学んでくれています。みなさん、一緒に勉強するのを楽しんでくれて
ルです。玉飾りは、ツリーの由来になった「知恵の樹」がリンゴの樹であ
います。そして、みなさんクリスマスを楽しみにしているようです。レッス
ったことに由来しているのです。
ンでジングルベルを英語で習ったので、今では祭日気分を英語で振り
こう見てみると、クリスマスの飾りも、随分と奥が深いですね。
まくことができます。
良い一日をお過ごし下さい、そして素敵な祭日を！
アラン

Does 'arsenic bug' mean we have company?
Some people thought of a miracle when the National Space and
Aeronautics Administration (NASA) announced an imminent news
conference on astrobiology discovery earlier this month. Without
waiting for the conference, an American television station went
ahead and speculated on the possible discovery of an alien.
What NASA-supported researchers actually discovered was a
microbe that feeds on toxic arsenic, and it was found in a lake in
California.
Disappointed? Well, you shouldn't be. According to scientists, the
fact that this organism is based on arsenic, rather than on lifesustaining phosphorus, makes it a significant enough discovery that
can overturn what we have always taken for granted--such as that
no life can be sustained in the absence of water. Life, in other
words, may have far greater flexibility than we have been led to
believe. This means there may be life forms, which are quite
different from us, inhabiting planets in extremely severe
circumstances.
Perhaps the discovery of the "arsenic bug" has raised the
possibility that we humans are not alone in the universe. At the
same time, this may make us think more deeply about who we are.
A poem by Fujiro Yamada goes: "Do aliens wear underwear?/ They
should, because it's the essence of culture."
We humans are monkeys wearing pants. As one of them, I gaze at
the night sky in contemplation.
1月の予定表

奇跡でも起きたかと、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の「重大発
表」を待った人もいたようだ。なにせ「宇宙生物学上の発見
について」と題されていた。会見の前から「異星人の可能性
」を報じた米国のテレビ局もあった。 ふたを開けると、猛毒
のヒ素を食べる細菌の発見だった。米国の湖で見つかった
。
なーんだ、と思うなかれ。生命に必須のリンの代わりにヒ
素を食べる。それは「生命には水が必須」といった常識も覆
しかねない発見なのだそうだ。 つまり生命には、これまで
の想定をはるかに超える柔軟性があるかもしれない。過酷
な環境の星にも我々と異なるタイプの生命が存在する可能
性がある、ということになるらしい。
人類が「独りぼっち」ではない可能性が増したことになろう
か。とともに、我々は何者か、という問いも深まりゆくように
思われる。〈異星にも下着といふはあるらむかあるらめ文
化の精髄なれば〉山田富士郎。パンツをはいたサルとして
、夜空を仰いで思い巡らす。

12/23(木・祝)～1/6(木) レッスンお休み
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