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WinBe Kids・今月のテーマ ： 動物
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It's (orange and black).

What is it?

（オレンジと黒）のものです。な～んだ？

今月は「～ってなんだ？」という英語
表現です。いくつかのヒントで単語を
当てていく、英語版の「なぞなぞ遊び」
です。お友だちや家族と、ゲームを楽
しんでみてね！

It's (small, white and has two legs). What is it?
(小さくて、白くて、２本足のもの)です。な～んだ？
It's (small, has eight legs and no ears). What is it?
(小さくて、8本足で、耳がないもの)です。な～んだ？
I've got it. It's a tiger, isn't it? Bingo!!
分かった。 トラでしょ。 当たり。
tiger snake panda bird cow spider

Vocabulary トラ

ヘビ

パンダ

トリ

ウシ

クモ

bear

クマ

scales

うろこ

Native Teacher's Room

毛皮

crocodile

ワニ

pig

ブタ

dolphin

イルカ

feather

羽根

skin

皮ふ

Japanease Teacher's Room

Hi everyone, well summer is slowly starting to cooldown yay!
during the last month we had our second round of testing and
everyone did great even though we had the obon holiday during
this period.
so great work and keep it up :). Josh
みんな、こんにちは！暑かった夏もだんだん涼しくなり始めまし
たね！先月、今年2回目のテストを行いました。お盆休みがあっ
たにも関わらず、みんなとても良くできていましたよ。このままの
調子で頑張っていこう！ ジョシュ
2020 marks more than
the Tokyo Olympics for Japan

fur

みなさん、こんにちは！夏休みのプチ留学コンビネーション、ダンスde英会話には多
くの方にご参加いただき、毎日毎日、楽しいレッスンができました。みんな上手に発音
してくれるようになりました。10月には児童英検があります。これまでのレッスンの成
果を確かめていただくためにも、是非、児童英検を受けてみてください。前回80%以上
の方は次のレベルを受けてください。初めての方は、高学年がゴールド、中学年がシ
ルバー、低学年・幼児がブロンズを目安にしてください。今回は、直前に対策ゼミも行
いますので、ゼミにもご参加ください。 金山 やす子
みなさん、こんにちは！夏休みも終わり、ようやく秋っぽくなってきましたね。学校では
運動会の練習で忙しい頃でしょうか？WinBeでは、10月19日のハロウインパーティー
の準備をしています。教室もハロウインの飾付になったのに気付きました？今年も、
みんなに喜んでもらえるパーティーを企画中です。とても楽しい内容だと思いますの
で、期待していてください。毎年恒例のハロウインディッシュもありますので、お友達
お誘いの上、ハロウインパーティに来てくださいね。WinBeの生徒ではないお友達も
大歓迎ですよ！ 栗田 真美

今月の読み物

もうひとつの２０２０年

The Tokyo Olympics is not the only event that will define 2020. It is also the 13th
２０２０年を彩るのは東京五輪だけではない。日本書紀が完
centennial of the completion of "Nihon Shoki" (The Chronicles of Japan). Last year was 成して１３００年という節目の年でもある。古事記成立１３００年
the 13th centennial of the completion of "Kojiki" (Record of Ancient Matters), the
だった去年は数多くの関連本が出版され、ブームの観があっ
oldest existing chronicle in Japan.
た。７年後はどうなるか。
With the publication of many related books, there was a "Kojiki" boom of sorts.
That raises the question: what about seven years from now?
記紀神話ゆかりの地はそれぞれ知恵を絞る。奈良県の手が
Localities associated with myths depicted in the two ancient chronicles are racking
their brains for ideas on how to celebrate the occasion. Nara Prefecture is tackling one
ける事業は２０年までぶっ続けである。古（いにしえ）を旅する
project after another leading up to 2020.
人向けの道案内「名所図会（めいしょずえ）」はなかなか立派
"Meisho-zue," a guidebook for visitors to historical sites, is quite impressive.
だ。倭（やまと）は国のまほろば。シルクロードの終着点。様々
"Yamato (present-day Nara Prefecture) is one of the country's most splendid places,"
に形容される古都は気合が違う。
goes a passage in "Kojiki." Nara Prefecture is also where the Silk Road ends. Japan's
ancient capital, which is described in many ways, is giving its all to commemorate the
「記」の節目が過ぎ、さあ次は「紀」かと思いきや、そうでもな
occasion.
With the milestone of the anniversary of "Kojiki" now over, one would think it is the いらしい。担当者によると、来年までは記を中心に展開する。１
turn of "Nihon Shoki," but apparently, that is not how it works. According to officials involved５年ごろから紀に比重を移し、万葉集にも目配りする。最後の２
in the commemorative events, until next year, "Kojiki" will remain in the limelight. F
Miyazaki Prefecture, the site where the Sun Goddess' grandson is said to have descended
to Earth, according to mythology recorded in "Kojiki" and "Nihon Shoki," is also p
年で集大成のイベントを企画するという。
Last year, Shimane Prefecture, ancient Izumo, organized a mythology exposition but it has no plans for a commemorative event in 2020. "Kojiki" devotes a quarter of its firs
Given the circumstances, Shimane's lack of enthusiasm is understandable. It is interesting to note how the two chronicles differ.
天孫降臨神話の地、宮崎県も９年越しの事業を進めている。
While on the subject of the two chronicles, Mie Prefecture, where Ise Jingu shrine is located,
also plans to open its own information center in the Nihonbashi district of centr

準備不足やＰＲ下手も指摘されるが、奈良県はゴールまで一
緒にやりたいと考えている。職員の人事交流などをしながら手
を携える。

島根県は去年、「神話博」を催したが、２０年をにらむ構想は
ないと聞く。因幡（いなば）の白兎（しろうさぎ）で有名な出雲神
話は、記の上巻の４分の１を占める。ところがなぜか紀の本文
には出てこない（三浦佑之〈すけゆき〉『古事記を読みなお
す』）。これでは張りあいもないか。二つの書の違いに興味が湧
く。

記紀つながりでいえば、伊勢神宮のある三重県が東京の日
本橋に近く情報発信の拠点を開く。奈良と島根のショップも近
所。お国ぶりを比べながら神話の世界に遊ぶのも楽しそうだ。

平成25年9月11日・朝日新聞・天声人語
10月の予定表
9月15日(日)～9月23日(月) 休校日・全てのレッスンがお休みです。
09月04日(金) 児童英検申込締切
10月12日(土) 英検試験日【午後】
10月12日(土) 10月19日(土) 児童英検対策ゼミ【16:00～16:50】
10月19日(土) ハロウインパーティー【13:00～15:00】
10月26日(土) 児童英検試験日【15:00～グレードにより】

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

