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【WinBeキッズ】今月のフレーズ （2月の会話編）

How many chocolates did you get?
チョコレートいくつもらった？
The origin of St. Valentine's Day dates from 3rd century Rome.
バレンタインデーの起源は、3世紀のローマに遡ります。
Saint Valentine's Day started as a celebration of chivalry.
バレンタインデーは騎士道の祝いの儀として始まりました。
A snow festival, called "yuki matsuri" in Japanese, is held in Sapporo every February.
雪祭りは毎年2月に札幌で開かれます。
I can't wait until spring comes.
春の訪れが待ち遠しいね。

Native Teacher's Room

Manager's Room

最近、寒さの中に少しずつ春らしさが感じられるようになり
Hello, eveyone where right back into it, everyone's been studying
ましたね。早く春にならないかなぁ、春になったらいろんなとこ
ろに出かけたいなぁ、と考えているだけでワクワクしますね♪
hard and have just completed the first round of testing and
WinBeでは、3月から新カリキュラム、新スケジュールです。
everyone did exceptionaly well.
お通いいただく曜日・時間を、今一度ご確認下さい。また、年
Hope that we can all keep studying hard and have fun at the same
間カレンダーを目立つところに貼っていただき、お休みを確認
time as we like to do at Winbe.
いただきますよう、重ねてお願いします。
I'm really looking forward to the weather as we get closer to spring
Joshがプライベートで撮影したイケメン画像を入手しました
and chery blossom's hope you are to.
ので、左にお裾分けしておきました。カラー画像がご入用の場
Josh :)
合、室長・水谷までご連絡ください。さてさて、2月上旬・中
旬の間で、WinBe中学生以下の全ての保護者様とご面談
させていただきました。保護者様からのご要望をしっかり、
みなさん、お元気でしたか？今月もJoshのコーナーへようこそ。さ
て、みんな英語の勉強を頑張ってくれ、1回目のテストも終わり、み Josh・栗田・金山、それぞれの講師に伝え、staff一丸となっ
て、皆様の英語力・会話力が上達されるよう、全力を尽くし
んな良くできていました。みんながこの調子で頑張り続け、WinBeで ていきます。3月からの新カリキュラムでもよろしくお願いい
英語の勉強を楽しんでくれるのを心から願っています。早く、春にな たします。
り、桜が咲く事を待ち遠しく思っている、Joshでした。
3月・春休み中に、「イースターパーティー」と「ダンスde英
会話」を行います。お誘い合わせの上、ご参加ください。
イースターパーティー12年4月

Asteroid 'kind' enough to spare 3rd planet from the sun

地球をかすめる小惑星
わが子のように、星にも名前がつく。彗星（すいせい）や小
惑星を見つけた人の特権だ。まずは国際機関が仮符号を与
え、彗星は本人の名に、小惑星は何なりと発見者が望む名
になる。アマ天文家の血が騒ぐわけである。

今月の読み物

「存在を主張するかのように太陽の光を反射し、かすかに

Discoverers of comets and small asteroids have the privilege of naming them. Each reported
輝く星たち。それを見つけ、想（おも）いを託した名前を付け
discovery is first assigned a code name by an international organization. If it's a comet, it will
る。その小惑星たちが宇宙空間を回り続けるとすれば、これ
then be named after the discoverer. In the case of a small asteroid, the discoverer can give it
ほどのロマンはない」（渡辺和郎『小惑星ハンター』誠文堂新
whatever name he or she chooses. I can see how exciting such a prospect must be for amateur
光社）。
stargazers.
"There are stars reflecting the sun's light and shining faintly, as if to assert their presence.
あす未明、中層ビル大の小惑星が地球をかすめる。スペイ
Imagine discovering them and naming them as you please, and those small asteroids orbiting
ンの観測者が見つけて１年、名は仮符号２０１２ＤＡ１４のま
the universe forever," writes Kazuro Watanabe in his book "Showakusei Hanta" (Small asteroid
まだ。最接近は日本時間４時２４分、静止衛星の軌道のさら
hunter) from Seibundo Shinkosha Publishing Co. "What could be more thrilling than that?"
に内側を通る。観測史上、この規模では最も際どいニアミス
An asteroid the size of a small office building will pass close to Earth in the early hours of Feb.
らしい。
16, Japan Standard Time. Since its discovery a year ago by a Spanish observer, it has
remained known by its assigned code name of 2012 DA14. When it gets closest to Earth at
命中コースから、地球二つ分それる気まぐれに感謝した
4:24 a.m., its path will be inside the orbit of geostationary satellites--the nearest miss by an asteroid this size in the history of astronomical observation.
い。大は小惑星、小は流星となって消えるちりまで、突入し
We must thank the asteroid's "fickle decision" not to hit us by a distance that would fit the equivalent of two Earths.
てくる天体は多い。地球は大気に守られ、衝突跡は風化な
There are numerous heavenly bodies that cross Earth's path every day, ranging from small asteroids to smaller meteors that end up as dust after they burn up upon entering Earth's atmosphe
どで消えていくが、それがなければ月と同じあばた面であ
Without the protective atmosphere around Earth, the surface of our planet would be as pockmarked
as the moon's, and collision sites would not become weathered over time.
る。
According to one theory, dinosaurs went extinct after an asteroid with a diameter of 10 kilometers hit
Earth about 65 million years ago. The impact generated enormous dust clouds and smoke
For sparing us such an apocalyptic scenario this time, 2012 DA14 is definitely a "kind" asteroid.
恐竜の絶滅も小惑星の
がある。
００the vessel
年 pulls away, t
In my fantasy, 2012 DA14 is a starship sailing through pitch-dark space. As the vessel nears Earth, its
passengers are utterly enthralled byとする
our planet's
beauty. And as
前に
１０beautiful
ロ itが衝突、
But we on Earth know its imperfections all too well. It's sad to think that the farther away you are from
it, the more
must look. じ や が太陽を り、

3月の予定表
3/1(金) 新クラス(WB新学期)スタート
3/20(水・祝) レッスンお休み
3/26(火)～4/5(金) ダンスde英会話コース
3/30(土)14:00～16:00 イースターパーティー

仕業 説
６５ 万
直径 キ 級
粉ん 煙
遮 寒冷
化で大型生物が死に絶えるシナリオだ。その点、こんどの訪
問者は実に優しい。
それが観光船だったらと夢想する。闇の旅で、地球への接
近は佳境である。遠ざかる青い惑星を目に焼きつけ、乗客
は命名を競うだろう。しかし下方の世界はご覧の通り。離れ
るほどに美しい星、というのも悲しい。

同封しました、13
年3月からのレッ
スン時間のお知ら
せをご確認くださ
い。
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