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ステップアップレッスン・今月のフレーズ （春の会話編）
I have hay fever.
We'll have an Easter Party on April 2nd.
花粉症です。
Join us!
My eyes are itchy!
4月2日(土)にイースターパーティーがあるよ。
目がかゆい！
是非参加してね！
Let's go and look at cherry blossoms.
お花見に行こう。
Spring is the time for new beginnings.
春は新たな始まりの季節です。
Do you have any plans for spring vacation?
春休み何か予定ありますか？
Teacher's Room

Manager's Room

寒い冬が終わり、やっと心地よい春がやってきます。
ＷｉｎＢｅでの毎日も、楽しくなりますね。英語力をアップ
しながら、楽しく遊びましょう！
また、イースターが近づいてきました。4月2日にイース
ターパーティーを開催しますので、皆さん是非参加してくだ
さいね！
アキラ

よるステップアップレッスンを3日間体験できる『春季短期集中
フォニックス講座』、美味しいランチ付きでイースターという外国
文化を体験できる『イースターパーティー』。どれも好評受付中で
す。皆さんのご参加、お待ちしております！少しでも興味がある
方は、マネージャーに声をかけてくださいね！

皆さんこんにちは！だいぶ暖かくなりましたね。気持ちのい
Winter is over and spring is here. Daily life here at い季節ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。Spring
WinBe is going to get very exciting! Let's have a good favorite season(春は大好きな季節です)...except HAY FEVERis my
time while improving our English!
私は花粉症で苦しんでおります。今年は昨年
Also, easter is getting closer. We will be having an (花粉症以外は)!!
の10倍の飛散量だそうで、花粉症の皆さん大変ですが、そんな
easter party on April 2nd and we would like it if you 時こそ元気に英語を勉強して楽しみましょう！
この春休み、ＷｉｎＢｅでは３つのイベントがあります。通常の
all could join in!
Akira レッスンを4日間集中で受けられる『プチ留学』、日本人の先生に

今月の読み物
No clue to the mystery deep in Mona Lisa's eyes
Microscopic letters of the alphabet have been discovered in the
eyes of Leonardo da Vinci's "Mona Lisa." Painted in her right pupil
are the letters LV, which probably stand for the artist's initials. Her
left pupil shows letters that read either as CE or B.

The

letters were reportedly discovered by Italy's national committee
for cultural heritage when it examined the famous painting with a
powerful magnifying glass at the Louvre museum in Paris. A book
that Mona Lisa's eyes are "filled with hidden code," and the team
of researchers decided to check it out.
The great Renaissance master spent the final years of his life in
France at the invitation of Francis I and was said to have kept this
painting by his side while he continued to touch it up.
The model of this woman, wearing a faint smile, is commonly
believed to be the wife of a wealthy businessman. However, some
claim this is a "portrait of the artist himself in drag."
A Renaissance Man par excellence, da Vinci was also well
versed in science, and he studied the human eye out of his keen
interest in anatomy. Da Vinci apparently believed that defective
vision could be corrected by dousing the surface of the cornea
with plenty of water. That basic concept anticipates the invention
of contact lenses. In my fancy, I wonder if the secret code
embedded in Mona Lisa's eyes could have been "patent
applications" that da Vinci filed in anticipation of future inventions.
There wasn't anything like a magic magnifying glass in da Vinci's
time. So how did he manage to inscribe such minuscule letters
that cannot be seen by the naked eye? Mona Lisa's mysterious

モナリザの瞳の暗号
レオナルド・ダビンチの代表作「モナリザ」の目
の中に、微細な文字が書かれていることがわ
かった。右の目には画家のイニシャルとおぼし
き「ＬＶ」、左にも「ＣＥ」か「Ｂ」と読める字が確認
された。 外電によれば、ルーブル美術館に出
向いて発見したのはイタリアの文化遺産委員
会。５０年前の本に〈モナリザの目は暗号に満ち
ている〉という記述を見つけ、高度の拡大鏡で
調べてみたという。
ルネサンスの巨匠は、フランス国王の招きで
渡仏した晩年まで、この絵を手元に置いて筆を
入れ続けたとされる。微笑（ほほえ）むモデルは
豪商の妻と伝わるが、「女装の自画像」とする
説もある。
天才は科学にも通じていた。解剖学への興味
から目の研究も怠りなく、角膜の表面にたっぷ
り水をつけると視力を矯正できる、と考えていた
らしい。今のコンタクトレンズにつながる発想
だ。眼中に忍ばせたサインは、後世の発明を見
越した「特許願」にも見えてくる。
ダビンチの時代、魔法のルーペがあったとは
思えない。では、肉眼で見えない字をいかにし
て書き入れたのか。一部始終を見届けたはず
の瞳は、防弾ガラスの向こうから謎めいたまな
ざしを返すばかりである。

eyes, which must have witnessed the entire procedure, only stare
back at us from behind bulletproof glass.

4月の予定表

4/2(土) イースターパーティー
※14：00以降通常レッスンあります
4/6(水) レッスンお休み
4/29(金)～5/5(木) GW休み
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