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ステップアップレッスン・今月のフレーズ （3月の会話編）

are you going to do for the Spring vacation?
1 What
春休みは何をするの？
going to go strawberry-picking in plastic greenhouses.
2 I'm
ビニールハウスのイチゴ狩りに行くよ。
good. Strawberries are in season right now.
3 That's
それはいいね。ちょうど今イチゴの季節だもんね。
love the fresh spring air!
4 I春の新鮮な空気って大好き！
it were not for hay fever, I like spring the best of all the four seasons.
5 If花粉症を除けば、春が一番好きな季節だ。
Teacher's Room
The days are finally getting longer and warmer! I see green
returning to my garden and can hear bush warblers in my
neighborhood; springtime is finally here! Help us ring-in the
season by joining WinBe's Easter party. Easter is a great
celebration of springtime and new life!
Mike

Manager's Room

こんにちわ！気持ちのいい季節がやってきましたね。花粉症の薬のせいも

あってか、春はポーっとしてなんだか常に眠く朝起きるのも億劫、まさに"In
spring one sleeps a sleep that knows no dawn."(《孟浩然「春暁」から》「春眠
暁を覚えず」。春の夜はまことに眠り心地がいいので朝が来たことにも気付
かずつい寝過ごしてしまう、の意)な今日この頃です。

一日がやっと長く、温かくなってきましたね！私の庭にも緑が戻っ
てきて、近所ではウグイスの鳴き声が聞けて、やっと春だなぁと感じ
ます。ＷｉｎＢｅのイースターパーテイーに参加して、一緒に新しい季
節を迎えましょう。イースターはとっても素敵な春と新しい人生のお
祝いです！
マイク

そんな中、2月末のレッスンで行われたFinal Exam (Let's Goシリーズレベル

のお子様のみ)では、みんなとてもよく頑張っていい結果を出せていました！
素晴らしいですね☆そして3月からWinBe新学期が始まり、レベルが上がった
生徒さんが多いですが、そうでなかった皆さんも、新たな気持ちでまたこれか
らも一緒に英語を楽しみながら頑張りましょう♪

2012 lasts a day and a second longer than usual

今月の読み物

In a leap year, Feb. 29 is like a mischievous child who puts off the arrival
of spring by a day. This year also has what is known as a leap second in
July, meaning that 2012 will be one day and a second longer than usual.
What Madoka Sugai, 17, asked for after winning the 2012 Prix de
Lausanne, an international ballet competition for young dancers, was her
mother Yoshiko's homemade dishes. Yoshiko, 48, who encouraged her
daughter to take up ballet, said: "A parent only opens the doors. After
that, it is up to the child to choose a path. I only hope that, in the end, the
child thinks it was the right choice."
Atsuko Muraki, who was falsely accused in a postal fraud case and later
acquitted, said she would donate approximately 30 million yen ($375,000)
she received from the government in compensation to a social welfare
organization that supports intellectually disabled people released from
prison. "I did not sue the government for money. Taxes should be used for
people who are least likely to receive attention," she said.

2012年は1日と1秒長い

冷え込む閏日（うるうび）は、春の到来を１日遅らせるい
たずらっ子のようだ。７月には閏秒もあり、今年は平年より１
日と１秒長い。長い余韻を引く２月の言葉から。
ローザンヌ国際バレエコンクールで優勝した菅井円加（ま
どか）さん（１７）がねだったのは、母賀子（よしこ）さん（４８）
の手料理だった。娘にバレエを勧めたその人は「親はドアを
開くだけ。あとは本人が道を選択して最後に『よかった』と
思ってくれれば」。
郵便不正事件で無罪の村木厚子さん。国が払った賠償
金の約３千万円を、刑務所を出た知的障害者を支援する社
会福祉法人に寄付する。「お金が欲しくて提訴したのではな
い。税金は最も光が当たりにくい人々のために」と。
土下座ブームらしい。漫画「どげせん」を企画した板垣恵
介さんは、土下座は相手を追い詰める「暴力」だと言う。被災
地の東電社長がいい例だが、「土下座しなきゃならない状況
は大抵、土下座では解決できません」。
〈首都直下型地震、４年以内に７０％〉の報道に、木造が
密集する荒川区の西川太一郎区長が語った。「多くは『嫌だ
なあ』と思っただけかもしれないが、『何かしなければ』と思っ
た人もいるはず。その割合が無事な数を決める」。

It seems that "dogeza," the act of kneeling down on the ground to beg for forgiveness, is all the rage. According to Keisuke Itagaki, the creator of the

Referring to reports that the probability of an inland earthquake hitting the Tokyo area within 4 years is 70 percent, Taiichiro Nishikawa, mayor of the c

3･4月の予定表

桑名中央校

3月31日(土) イースターパーティー 11:00～13:00
3月27日(火)～30日(金) or 4月3日(火)～6日(金) プチ留学
3月27日(火)～29日(木) or 4月3日(火)～5日(木) フォニックスコース
4月29日(日)～5月7日(月) ゴールデンウィーク
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