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WinBe KIDS・今月のフレーズ ： どの楽器を演奏できますか？
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What can (you) play? (I) can play the drums. I’m in (a) band.
何が演奏できるの？ ドラムが演奏できるよ。 バンドに入ってるよ。
What can (you) play? (I) can play the triangle.
何が演奏できるの？ トライアングルが演奏できるよ。
今月は「どの楽器が
演奏できますか？」
(Have) (you) ever played the tuba in (a) band?
の英語表現です。
バンドでチューバを演奏したことがある？
みんなは、何が演奏
Yes, I have./ No, I haven’t. (I) can’t play.
できるのかな？
あるよ。 ／ いいえ、ありません。演奏できません。
No, but (I) can play the cello.
いいえ、しかし、チェロが演奏できます。
Native Teacher's Room
Japanease Teacher's Room
みなさん、もうすぐ夏休みですね。夏休みの予定は決まりました？今、ジョシュ

Well its come to the end of the rainy season and
summer is well on its way I think these last few days
are the warmest I've had in a long time, I would
describe it as "scorching". On a nicer note everyone is
working really hard to making great progress. keep it up!
:) Joshua

ア先生＆金山先生とプチ留学コンビネーションとダンスde英会話の準備をしてい
ます。プチ留学コンビネーションは、ジョシュア先生のレッスンが主体ですが、翌
日に私たち日本人講師が多少日本語を交えて復習をしていきますので、いつも
のジョシュア先生だけのレッスンより、英語が分かってもらえるようになると思いま
す。まだまだ席に余裕はあります。皆さんのご参加をお待ちしてます。夏休みも一
緒に英語を楽しく勉強しましょう！ 栗田 真美

昨年の冬休み、そして、春休みにとても多くのお友達にご参加いただきました、
ダンスde英会話を、この夏休みにも再開します。ダンスミュージックに日常英会話
を乗せ、楽しく英会話を覚えていただけるのはもちろん、普段、日本人講師のレッ
梅雨が終わり、ここ数日はとても暑く、いよいよ、夏本番ですね。 スンで取り扱っているフォニックスソングやバナナチャンツなども盛り込み、とても
まさしく、「焼けつくような暑さ」ですね。みんな、英会話がうまくな 楽しいコースに仕上がっています。普段、ネイティブレッスンを受けている生徒様
も、是非、ダンスde英会話をお試しください。皆さんのご参加をお待ちしておりま
るよう、頑張っていこうね！ ジョシュア
す。
金山やす子
Tanabata tradition allows us
七夕の願い事
to pray to the stars.
今月の読み物
我ながら知らないことが多いと恥じ入る。子どもの頃によく飲
んだカルピスが、１９１９年の７月７日の発売だと今回初めて教
えられた。パッケージの水玉模様は天の川の星々を表してい
るということも。

It embarrasses me that there are many things I didn't know. For one, I learned
only recently that Calpis, the lactic acid bacilli beverage and my childhood favorite,
debuted on the Japanese market on July 7, 1919. I also didn't know that its
packaging of polka dots represented stars in the Milky Way.
Because July 7 is Tanabata, or Star Festival, in Japan, Calpis Co., the maker of
this iconic drink, conducts annual surveys to find out how people feel about the
festival.
The results of the 2009 survey raised my eyebrows. Although most adult
respondents said they were familiar with the Tanabata folklore of Orihime, the
weaver girl, and Hikoboshi, the cowherd, less than 10 percent knew that these
characters were wife and husband. In other words, more than 90 percent of the
respondents thought wrongly that they were lovers.
The correct version of the story is that both Orihime and Hikoboshi were hard
workers, but they began to slack off after they got married. This angered Tentei
(God), who punished the couple by separating them across the Milky Way and
allowing them to see each other only once a year.

そんな由来にちなんで同社は、七夕に関する意識調査を続
けている。０９年の結果に、へえと思った。七夕伝説は多くの大
人が知っていた。ただ、織姫と彦星（ひこぼし）が夫婦だと正しく
理解していた人は１割もなく、９割超が恋人と誤解していた。
２人は働き者だったが、結婚してからは機織りと牛飼いの仕
事を怠けるようになり、天帝の怒りを買って引き離された。年に
一度しか許されない星合（ほしあい）の物語が、恋の成就を阻
まれ、一緒になれない２人というイメージを定着させてしまった
か。
元々の意味合いが、時とともに忘れられていくのは仕方のな
いことかも知れない。願い事を短冊に書いて笹竹（ささだけ）に
飾るのも、かつては裁縫や書道の上達を祈ったものという。今
は自分や家族の健康を願ったり、仕事や就職がうまくいくよう
祈ったり。

それでも根づいた風習はかたちを変えながら引き継がれてい
くだろう。カルピスの今年の調査では、４分の３の人が七夕の
行事を次の世代に伝えていきたいと答えている。なぜならば
On July 5, Tama, the nationally popular calico cat who is also "station master" of Kishi
Station of Wakayama Electric Railway Co., joined local nursery school children
「夢があるから」。
Elsewhere around the nation, I imagine people wished for the earliest possible recovery
for northeastern Japan affected by the March 2011 disaster. I, too, pray this t
It appears that their forced separation eventually came to be misunderstood as that of star-crossed lovers who could not marry.

Perhaps it cannot be helped that the passage of time erodes the original context of any old folklore or tradition. For instance, the Tanabata custom of writing one's w

I believe the Tanabata tradition, now firmly rooted in our culture, will continue to evolve in form while being passed on to future generations. Actually, in this year's C

和歌山電鉄の人気者、三毛猫の「たま駅長」もおととい、保育
園児らと一緒に笹の飾り付けをした。願い事は「安全運行」で
ある。被災地の一刻も早い復興を祈る短冊もあろう。星に願い
が届きますように。
(07月07日朝日新聞天声人語)
8月の予定表

「プチ留学コンビネーション」＆「ダンスde英会話コース」
①7/24(水)～7/27(土) ②7/31(水)～8/3(土)
③8/21(水)～8/24(土) ④8/28(水)～8/31(土)
8/10(土) BBQパーティー＠スポーツマジック
8/11(日)～8/18(日) お盆休み
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