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ステップアップレッスン・今月のフレーズ （外出の会話編）
Where is the bus going?
このバスはどこへ行きますか？
How are you going there?
あなたはそこへどうやって行きますか？
I go there by train.
Sunny days make me happy!
電車で行きます。
(お天気がいいと気持ちがいいね!)
What are you doing?
何しているの？
Are you going to the zoo?
動物園に行くの？
♪Teacher's room♪
♪

～Mike's Profile～

Name: Mike Prosser
Country: Seattle, USA
Hobbies: Fishing, Video Games,
Computing, Experimenting
Foods:
Cheese, Ramen,
Come say "HELLO!"
Ice Cream, Okonomiyaki
I want to help you
Sports:
Fishing, Chess, Baseball
enjoy speaking
Family:
I
am married, with two
English!

遊びに来て"やぁ"って
声かけてね！英語を話
すことを楽しむ手助けを
したいです！

www.winbe.jp

♪Manager's room♪
♪

こんにちは！みなさんゴールデンウィークは楽しみ
ましたか？
ＷｉｎＢｅではゴールデンウィーク明けからLet's Goテキ
ストの生徒さんの新年度1回目のテスト週間でした。
みんな本当によく頑張ってくれていて、前8回分の内容
をしっかり覚えてくれていました。特にリスニングテスト
では、満点を取ってくれた子も多くいました。これからも
この調子で頑張りましょう！そして、自分の力を「成果」
として計るため、児童英検にも是非挑戦してみて下さい
ね！申込受付中ですので、受験ご希望の方はマネー
ジャーまで。

boys.

Let's

Try !

今月の読み物

Unique things about Japan that are odd to foreigners
As a foreigner, I have seen a lot of things in Japan that I
haven’t seen in any other country I have lived in or been to.
From a Western perspective , they seem strange.
One of my first impressions of Tokyo was that it is a city of
pirates . By that I mean I have seen a lot of people wearing eye
patches in Tokyo, which I haven’t seen in other countries. Many
people in Japan also wear masks, particularly in winter. I
understand the reasons, and agree that it does make some sense
. But I still find it strange because it looks like everyone is an offduty nurse or dentist who forgot to remove their masks.
I lived in London for four years before moving to Tokyo, and in
London everyone walks fast. Because Tokyo is also a big city, I
was expecting the same here. But I was wrong! People walk very
slowly here compared to London, which is a little frustrating for
me, as I am often in a hurry .
Perhaps the strangest thing for me is that Japanese often
don’t introduce their partners to their friends or parents until
they are serious about getting married. This is unusual behavior in
Western countries, where it is common to introduce your partner
to your friends quite early in the relationship. Keeping them
separate must be quite difficult!

外国人には奇妙に思える日本の独特な所
外国人として、今まで住んだり訪ねたりしたことのある
国々では見たことのないことが、日本には沢山あります。
欧米からすると、奇妙に見えるのです。
海賊の街というのが東京の第一印象でした。というの
も、東京では眼帯をつけている人をたくさん見かけたので
す。これはよその国ではなかったことです。それと、日本
人の多くは特に冬にマスクをします。その理由は理解でき
るし、ある程度は理にかなっていると思います。それで
も、皆がマスクをはずし忘れた非番の看護師や歯医者に
見えるので、変に感じます。
東京に引っ越すまでの４年間住んでいたロンドンでは、
みな早歩きです。東京も大都市なので、同じだろうと思っ
ていましたが、違いました！人々はロンドンに比べてとて
もゆっくり歩くのです。ぼくは急いでいることが多いので、
少々じれったく思います。
一番奇妙に思えるのは、日本人は結婚を真剣に考える
ようになるまで、たいてい、自分の恋人を友だちや両親に
紹介しないことです。 これは、つきあってかなり早い段階
で相手を友だちに紹介するのが一般的な欧米の国では
変わった行動になります。恋人と友人たちを離しておくの
はかなり難しいはずですから！

6月の予定表
5月31日(火) 児童英検申込締切
6月11日(土) 英検実施
6月20日(月)～25日(土) 児童英検実施
6月30日(木) レッスンお休み
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