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ステップアップレッスン・今月のフレーズ ： 教室はどこにあるの？
Where is the (class room)? It is (next to) the (gym).
今月は「教室はどこにある
(教室)はどこ？ (体育館)の(となり)だよ。
の？」の英語表現です。
Where is the (rest room)?
英語で場所の聞き方を覚
(お手洗い)はどこ？
えてしまえば、日常生活で
It is (across from) the (music room).
も色々な場面で使えます。
(音楽室）の向こう側だよ。
Where's the (restroom)? Is it (next to) the (music room)?
(お手洗い)はどこ？ (音楽室)の(となり)かな？

www.winbe.jp

Could you let me know how to get to the post office?
郵便局への行き方を教えてくれませんか？

Native Teacher's Room

Manager's Room

The rainy season has come again. I'm happy this means
summer is coming soon; but in the meantime, we are
stuck indoors. Speaking of summer coming, the WinBe
barbecue will be on July 21st. Turn-in your response
forms early; and I hope to see you there! Mike

みなさん、こんにちは、スクエア室長の水谷です。現在、小学生の生徒さんを中心に、児童英
検の対策と児童英検の試験を行っております。みなさん、大変よくがんばってくれており、模擬
テストでは満点を取ってくれた生徒様もおられました。きっと、皆さん、80点以上取って、次のグ
レードに進んでいただけると確信しております。これから、テストのみなさんも、是非、がんばっ
てください。次回、10月の最終週に児童英検を行いますので、まだ、児童英検を受けたことない
人も10月は、是非、チャレンジしてください。今回、受けてくれた方は、是非、次のグレードを挑
戦してください。
現在、「プチ留学」と「短期フォニックスコース」をいろいろな場所でお知らせさせていただいて

とうとう梅雨になってしまいましたね。梅雨が終われば夏になる おります。そのため、多くの方より、お問合わせを頂戴し、既にお申込も多数頂戴しております。
ので、外に出れないことを除けば、僕はこの季節は好きです。
「夏」と言えば、7月21日にWinBeでBBQパーティーをやります。
みんな、早く申し込んでね。みなさんとBBQパーティーで遊べる
事を楽しみにしています。

マイク

それぞれ、今年3月から進めてきましたレッスンの総復習ができる内容になっておりますので、
夏休みのお勉強の一つに、また、思い出の一つに、「プチ留学」「短期フォニックスコース」にご
参加ください。今回から、これまでの特別料金ではなく、正規料金にさせていただいております
が、「プチ留学」または「短期フォニックスコース」にご参加いただけますと、7/21(土)のBBQパー
ティーに無料ご招待いたしますので、このチャンスを、是非、ご利用ください。皆様のご参加を心
からお待ち申上げております。

Japan, U.S. need to reprimand China on
illegal exports to N. Korea

今月の読み物

「はたらく車」の裏道

男の子はたいてい乗り物が好きだ。昭和の昔から人気が
あるのは「はたらく車」である。消防車や清掃車、ブルドー
ザーにフォークリフト。ただ、働くからといってすべてが正義
の味方とは限らない。
Most young boys love cars and trucks. In particular, they like working
vehicles such as fire engines, garbage trucks, bulldozers and forklifts. But
it doesn't mean all working vehicles are heroes of justice.
Last summer, four large special-purpose military vehicles were secretly
exported from China to North Korea. They are the 16-wheelers that were
shown carrying a new type of ballistic missile in a military parade in
Pyongyang in April. Exports of mobile launch pads violate a U.N. Security
Council resolution that bans the delivery of weapons and other military
equipment to North Korea.
When the ship that carried these vehicles later made a port call in
Osaka, an on-board inspection uncovered irrefutable evidence in the form
of a document detailing export items. Japanese authorities informed the
United States and South Korea. China, which was privately questioned by
the United States, reportedly admitted the export, but claimed the
vehicles were designed to carry logs.
I am reminded of a haiku by Kobayashi Issa (1763-1828): "Give me the

昨夏のこと、中国から北朝鮮に軍用の大型特殊車両４台
がこっそり輸出された。春の軍事パレードで「新型弾道ミサイ
ル」を背負った、あの１６輪車だ。「動く発射台」の輸出は、北
朝鮮に軍用物資を送らないと決めた国連安保理決議に背
く。
この車を運んだ船が後日大阪に寄港した折、立ち入り検査
で輸出目録という動かぬ証拠が見つかり、米国と韓国に通
報された。米に内々に問われた中国は輸出を認めた上で、
「伐採した大木を運ぶための車」と強弁したそうだ。
〈名月をとってくれろと泣く子かな〉一茶。北朝鮮と中国の縁
は、だだっ子におもちゃを買い与える親に似る。甘やかした
子がだめになるのは世の常、気の利いたご近所なら親をや
んわり諭すのが道だろう。

harvest moon/ A child cries."

ところが、日米韓は国連決議違反の公表を控えた。中国は
北朝鮮の暴発を抑えている、いたずらに追い詰めたくないと
いう米政府の意向らしい。一時（いっとき）でも非行が収まる
"Let's just ignore a couple of toys if it keeps the brat from misbehavior if only
for the moment," Washington seems to think.
なら、おもちゃの一つや二つと。北朝鮮はしかし、よからぬ仲
But there are also reports that North Korea is spreading dangerous toys among
fellow delinquents.
間に火遊びの道具を広めている、とも伝えられる。
"Working vehicles" can also transform into machines that can destroy and kill
depending on how they are used. We must not overlook the frightening s

The relationship between North Korea and China resembles that between a spoiled child and a parent that keeps buying it toys. Invariably, spoiled chil

However, Japan, the United States and South Korea refrained from publicly announcing China's violation of the U.N. resolution. Apparently, Washington

「はたらく車」も、使いようで破壊と人殺しの機械に化ける。
ミサイルという大木を運ぶモンスターが裏道をすり抜ける不
気味、捨て置けない。国際社会は「親」に直言する時であ
る。
7月の予定表
7月21日(土) 11:00～13:00
BBQパーティー＠スポーツマジック桑名
7/24(火)～8/31(金) 「プチ留学」＆「短期フォニックスコース」
7月31日(火) ステップアップレッスン(フォニックスコース)のみお休み
ネイティブ英会話レッスンはあります。
8/12(日)～8/17(金) お盆休み

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

