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ステップアップレッスン・今月のフレーズ （冬の会話編）
Let's build a snowman.
雪だるまを作ろう。
Be careful not to catch a cold!
I like your gloves.
(風邪引かないようにね！)
素敵な手袋だね。
I want to drink something hot.
温かいものが飲みたいな。
How many chocolates did you get on Valentine's Day?
バレンタインデーにチョコ何個もらった？
If winter comes, can spring be far behind?
冬来たりなば春遠からじ。
Teacher's Room

One month has past since we enterd 2011, and things are
starting to heat up here at WinBe.
Spring is getting closer, and we need to start preparing to
use our English skills. We are all forward no problem! Don't
stop now! Let's go all the way to our goal!
Yes, we can!!
Akira
2011年に入って1ヶ月が経ちましたが、ＷｉｎＢｅはますま
す盛り上がってまいりました！
春も段々近づいてきています。私たちの英語能力を活か
す準備をしなきゃ！
当スクールの皆さんは順調に進んでいます。現状に甘ん
じることなくゴールまで頑張ろう！
アキラ

Manager's Room

皆さんこんにちは！少し暖かくなったかと思えば大雪が降っ
たり、インフルエンザが流行っていたり、体調を崩しやすい時期
ですね。手洗いうがい、マスクの着用、アルコールによる消毒、
加湿などをしっかりして、引き続き元気にレッスンに通ってくださ
いね。
さて、ＷｉｎＢｅで1年間に定められている45レッスンが、いよ
いよ終わりますね。今のレベルで1年経った人も、途中で入って
くれた人も、皆さんよく頑張ってくれました。いかがですか？自
分の中で、英語が身についている実感はありますか？教室以
外で、英語を使う機会が増えましたか？次年度も、レベルが上
がる人も上がらない人も、英語を楽しみながら続けていきましょ
う！Ｋｉｄｓ Ｓｔｅｐ(児童英検)や英検にも、積極的にチャレンジし
てみてくださいね！

Tis the season to be jolly frightened of bird flu
With the arrival of winter birds, a highly pathogenic bird flu has
begun to mark "Xs" across the Japanese archipelago.
So far, infections have been confirmed among ducks in
Hokkaido, chickens in Shimane Prefecture and swans in Toyama
and Tottori prefectures. Furthermore, in Izumi, Kagoshima
Prefecture, the largest wintering ground for cranes in Japan, a
dead "nabezuru" (hooded crane) was found infected.
Izumi's "10,000 cranes," a special national treasure, travel in
families. They come to Japan from their breeding grounds in
Russia and China across the Korean Peninsula and go back in
early spring. Kagoshima Prefecture is at the heart of Japan's
poultry industry.
As many as 5 million chickens are being raised within a radius of
10 kilometers from the site where the dead bird was found. The
situation could have a serious impact on the local economy.
Migratory birds, which cannot be blamed for their behavior,
can be likened to airplanes carrying bombs in the form of viruses.
The chickens huddled together are like innocent people
intimidated by the roaring planes. Nobody knows which ones are
bombers. If a single bomb hits a poultry house, it means a mass
culling of chickens. For the chickens, it's a scene from hell.

2/26(土)
3/1(火)

予定表
レッスンお休みです

11年度のカレンダーを同封しました。ご確認ください。

www.winbe.jp

鳥インフルの不気味

冬鳥の便りとともに、高病原性鳥インフルエ
ンザが列島に「×印」を散らし始めた。北海道で
カモ、島根で鶏、富山と鳥取ではハクチョウの
感染が確認された。さらに日本最大のツル越
冬地、鹿児島県出水（いずみ）市で、死んだナ
ベヅルの感染がわかった。
国の特別天然記念物である出水の「万羽
鶴」は、ロシアや中国の繁殖地から朝鮮半島を
経て家族で飛来し、春先に帰っていく。鹿児島
は日本一の養鶏どころ。現場の半径１０キロ以
内にも５００万羽が飼われ、ことは地域経済に
かかわる。
渡り鳥に罪はないが、ウイルスという爆弾を
抱かされた飛行機に例えることができる。ひし
めく鶏は、爆音におびえる無辜（むこ）の民だ。
どれが爆撃機やら見分けはつかず、一発でも
鶏舎に落ちれば大量処分の地獄絵が待つ。

桑名中央校
〒511-0058 桑名市千代田町38 岡村ビル3F

TEL 0594-27-4070 FAX 0594-27-4051 wb-kuwanac@dct-ie-mie.jp

