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What (color) do you (like)?
何色が好き？
もうすぐクリスマスとお正月だ
What do you think about (these)?
ね。今年は英語をいっぱい勉強
これらはどう思う？
したね。来年もタクティンと一緒
What kind of (fruit) do you (like)?
に英語をいっぱい話そうね。
どんな種類の果物が好き？
I'm kind of hungry.
ちょっとおなかが空いたなあ。
※kind of には「ちょっと、少し、いくらか」などの意味もあるよ。
How about going for lunch?

お昼に行こうか？

Native Teacher's Room

Japanease Teacher's Room

みなさん、こんにちは。今年の秋は随分暖かかったです
が、11月に入ってから急に冬らしくなってきましたね。街中
は既にクリスマスムードになってしまいました。さて、WinBe
では、12/15(土)にクリスマスパーティーをやります。今年
も、みなさんにはクリスマスカードを作っていただき、おじいさん・おばあさんにお送りしようと思
います。また、自分でクリスマスケーキを作れたり、毎年好評のチョコレートファウンテンやピザ
バイキングもありますよ。是非、WinBe生以外のご兄弟、お友達もお誘いの上、クリスマスパー
ティーに参加してください。 栗田 真美
みなさんこんにちは。秋は運動会、遠足、修学旅行と行事がいっ
みなさん、 こんにちは！ 暖かくしていますか？鈴鹿の山々には雪
ぱいで忙しかったと思いますが、もう、11月後半、今年もあと1カ月
がかかり、日に日に寒くなっています。冬と言えば、クリスマスですよ
ちょっとです。また、もうすぐ冬休みですね。WinBeはネイティブの
ね。WinBeでは12/15(土)にクリスマスパーティーを行います。歌やお
先生の帰国休暇の関係上、冬休みはお休みです。そこで、今年
いしい料理、手作りカードで楽しんでいって下さい。
は、栗田先生と二人で、みなさんにもっと英語を楽しんでいただこ
うと冬休みスペシャル「ダンスde英会話」をやることになりました。
みんなのテストはとても良かったです。みんな、更に良い点を目指し
ダンスを踊りながら、自然と日常英会話が身に着く、一石二鳥の
て頑張っていこう！ マイク
レッスンです。是非、お試しください。 金山 やす子
Hello, everyone! Are you staying warm? Snow has covered the
Suzuka mountains and the days have grown cold. With winter upon
us, it's finally Cristmas time. WinBe's Christmas party is Saturday,
December 15th. Join us for singing, good food, and fun crafts!
Testing went very well; and keep up the good work everybody!
MIKE

Today is "Classics Day"

今月の読み物

きょうは「古典の日」

千年近くも昔、たいそう読書好きの少女がいた。世は平安
時代、書物は希少だ。少女は等身大の仏像を造り「あるだけ
の物語を全部読みたい」とひたすら願う。菅原孝標女（すが
わらのたかすえのむすめ）と呼ばれる人で、その「更級（さら
しな）日記」に愛書ぶりが詳しい。
Nearly 1,000 years ago, during the Heian Period (794-1185), there lived a girl who loved
上洛（じょうらく）し、憧れの源氏物語を全巻もらうと天にも
to read. Back then, books were a rarity. The girl made a life-size statue of Buddha before which
昇る心地になる。「間仕切りの中に伏して一冊ずつ読む喜び
she prayed patiently, saying, "I want to read all the stories that exist."
といったら、后（きさき）の位も比ではない」と書き、「昼はずっ
The girl, called Sugawara no Takasue no Musume (Daughter of Sugawara no Takasue),
と、夜は目の覚めている限り、灯を近くにともして」読みふ
is the author of "Sarashina Nikki" (Sarashina Diary), which describes in detail how she was an
けった。そんな少女が、喜んでいよう。
avid reader.
She recounts that when she went to Kyoto, then the nation's capital, and was presented
今年から、１１月１日が「古典の日」になった。１００８（寛弘
with a complete set of the epic novel "Genji Monogatari" (The Tale of Genji), written by
５）年のこの日、源氏物語をめぐる記述が「紫式部日記」に
noblewoman Murasaki Shikibu in the Heian Period, she felt like she had gone to heaven.
初めて出てくる。それにちなんで法律で定めた。読書週間の
"The joy of lying face-down in a partitioned room and reading book after book is much
ほぼ真ん中、翌々日は文化の日と、日取りはいい。
greater than that of (obtaining) the status of a queen," she writes. She kept reading "all day long
and by lamplight at night, as long as I could stay awake."
文学の古典ばかりではない。音楽、美術、伝統芸能などを
If she were alive, she would be happy to know that starting this year, Nov. 1 has been
広くとらえて、歳月に朽ちない輝きに親しむ趣旨だという。汲
officially designated "Classics Day."
On Nov. 1, 1008 (the fifth year of the Kanko Era), a description of "Genji Monogatari" appeared（く）めども尽きない泉なのに、飲まず嫌いはもったいない。
for the first time in "Murasaki Shikibu Nikki" (The Diary of Lady Murasaki). The date for Clas
The idea is to celebrate not only literary classics but also classics in a broad sense, including music, fine art and performing arts, and to encourage people to become familiar with such tra
とはいっても、とっつきにくいのが古典というもの。「桐壺（き
Be that as it may, it is also true that classics are hard to approach. The Japanese phrase "Kiritsubo
Genji" is a term that makes fun of people who start reading "Genji Monogatari" but give
りつぼ）源氏」という言葉があって、源氏物語を読み始めた
To prevent Classics Day from fizzling out, ideas are needed to encourage people to become familiar
with and enjoy classics.
"Tsurezuregusa" (Essays in Idleness), written by poet Yoshida Kenko during the 14th century, が冒頭の「桐壺」の巻で投げ出すことを冷やかして言う。
probably has more readers who have read it from cover to cover than "Genji Monogatari." It
せっかくの日を尻すぼみにさせないために、親しみ、楽しむ
Classics teach us how to enjoy classics to the fullest.
工夫が大事になる。
源氏よりは通読者が多いだろう「徒然草」が言っている。
〈ひとり、燈（ともしび）のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を
友とするぞ、こよなう慰むわざなる〉。古典の醍醐味（だいご
み）を、古典が教えてくれる。
11月の予定表
11/29(木) フォニックス・ステップアップレッスンのみお休み
12/15(土) クリスマスパーティー
(諸事情により先月お知らせした12/22(土)から変更させていただきました)

12/23(日)～1/7(月) 年末年始休業(お月謝分の全てのレッスンがお休みです)
12月22日(土)～26日(水)・1月4日(金)～7日(月)
冬休み特別企画「ダンスde英会話」コース
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