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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・お正月の会話編）

Have you completed your Christmas wish list yet?
クリスマスに欲しい物のリストもう作った？
Santa Claus is expected to be very busy writing answers after Christmas.
クリスマスが終わったらサンタさんは返事を書くのに大忙しになるでしょうね。
The New Year is one of the most important holidays for the Japanese.
お正月は日本人にとって最も大切な祝日の一つだと言えます。
Long queues form in front of shrines and temples on New Year's Day.
正月には神社や寺の前に長い行列ができます。
I wrote one hundred New Year's cards this year.
今年は年賀状を100枚も書いた。
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Merry Christmas and a
happy new year!
(メリークリスマス
そしてよいお年を！)
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Hello everybody! Christmas is coming this Sunday! Have you all
been good so Santa can bring you presents? I'd like to wish you a
"Merry Christmas,"and since I won't see you until January, a
"Happy New Year" as well. May your holidays be filled with joy,
peace, friends, and family. See you in 2012!
Mike

みなさんこんにちは。早いもので、もう今年も残りわずかですね。この時期
は忘年会・クリスマス・お正月・新年会と、家族や友達が集まる楽しい季節、そ
してケーキにおせちにおもちと、美味しいものいっぱいの素敵な季節ですが、
はしゃぎすぎ・食べすぎには注意です！
さて、2011年は皆さんにとってどんな1年でしたか？少し振り返ってみて、そ
して「The New Year's Day is the key of the year 一年の計は元旦にあり」という
言葉があるように、新年を迎える際には、その年のビジョンを描いてみるといい
ですね。私の2012年の抱負は、、、英検やTOEICにどんどん挑戦し英語力を
もっと高める、です。資格は一生の宝です。みなさんも来年も様々なことに挑戦
し、また1年を実り多きものにしてくださいね。May the coming year be wonderful
for all of us! そして年明け元気にお会いしましょう！See you in 2012！

こんにちはみんな！クリスマスはこの日曜日ですね！サンタさんから
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをもらえるようにみんな良い子にしてましたか？みんなに"ﾒﾘｰｸ
ﾘｽﾏｽ"を、そして1月までお会いしないので"新年明けましておめでとう"
とも言っておきたいです。みんなの冬休みが楽しくて、穏やかで、友達・
家族と素敵にすごせますように。2012年に会いましょう！
マイク
Job-hunters face a cold north wind

今月の読み物

Ian Hideo Levy, an American author who writes in Japanese, recently
commented in a newspaper that Japanese students are lucky to be able to
begin each scholastic year in spring when nature becomes more alive and
colorful every day. It is a most pleasant time to start learning something
new. That is not the case in the United States, Levy pointed out, where the
back-to-school season is autumn, when Mother Nature's colors begin to
fade.
Levy's comments made me feel a bit sorry for Japan's third-year
university students this year. Recruitment presentations by companies to
third-year students officially began on Dec. 1, two months later than last
year. With the year-end approaching and the winds growing colder, hordes
of young job-seekers are now pounding the streets of business districts.
There are also fourth-year students in their second winter of jobhunting, hearing the footfall of their younger "rivals" on their heels. As of
Oct. 1 this year, only 60 percent of university students due to graduate
next spring have been offered jobs. I heard one student say on television,
"I don't want to blame (this situation) on the present era." It has become
so difficult for young people today to secure a full-time position in a
company.
The protracted job-hunting deprives students of their time to study.
Terrified of the thought of losing in this game of "musical chairs," which will
determine the rest of their lives, they have become passive and defensive.
This is a real problem that the older generation should recognize before
lamenting young people's inertia.
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師走の就活スタート

春に新学期が始まる日本の学校はいいと、日本語で創作する
米国人作家のリービ英雄さんが他紙に寄せていた。秋に始まる
米国では、自然の色彩が薄れていく中での授業になる。それより
日本のように、自然が一日一日カラフルに開いてくる季節の授業
は気持ちが良い、と。
それを思うと、今年の大学３年は少し可哀想だ。３年生に向け
た企業の広報活動が、去年までより２カ月遅れて12月1日に解禁
され、就職活動が本格スタートした。寒さに向かう年の瀬、木枯ら
しに吹かれる中で、オフィス街歩きが始まった。
その後輩たちの足音を背中に聞いて、２度目の冬に入る人も
いる。来春卒業予定の大学生の内定は１０月１日時点で６割にと
どまる。「時代のせいにしたくない」と頑張る学生をテレビで見た。
会社員になることが、いま、かくも難しい。
それにつけても就活は長く、学ぶ時間を奪う。「人生をかけた
椅子取り」に失敗できない強迫観念に生き方まで縮こまる。内向
きで覇気がないと若者を嘆くより、これがまず問題だ。
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12月・1月の予定表
12/23(金)～1/5(木) 冬休み（レギュラーレッスンはお休みです）
12/23(金),24(土),26(月)
12/27(火),28(水),29(木)
1/4(水),5(木),6(金)
1/31(火) レッスン休み

冬休みﾌｫﾆｯｸｽｺｰｽ
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