Win Together
Be Together

December, 2013
Vol.54
毎月20日発行

WB桑名通信

dct-winbe-mie-jpn.org
www.winbe.jp

【WinBeキッズ】1月のテーマ：復習

1月は復習月です。「英語を使う中で楽しく復習する」、これが4ヶ月に一度の復習月のコンセプトです。具
体的には10月～12月に勉強した単語や表現を、ロールプレイ（寸劇）とActivitiesとGamesの中で繰り返し
使っていきます（今月の復習の範囲は、動物・ヒーロー・好きなもの嫌いなもの（Animals / Superheroes /
Likes & Dislikes）です）。

今年1年みんな頑
張って英語を勉強し
てくれたね。来年も頑
張ろうね！

レッスンA - では、生徒たちはサファリパークに行き、多くの動物を見ます。ところがバスが事故！ スー
パータクティンが助けに来てくれて窮地を脱出。無事学校に戻って、今日見た動物当てクイズに興じます。
レッスンB - はペットショップの場面からスタート。好きな動物、嫌いな動物について家族で話し合いま
す。一人の生徒が全部の動物を逃がしてしまいました。スーパータクティンが助けに来るまで動物がどんな
風に動くのか家族で話し合います。

Native Teacher's Room

Director's Room

みなさんこんにちは。早いもので、もう
今年も残りわずかですね。この時期は忘
年会・クリスマス・お正月・新年会と、家族
や友達が集まる楽しい季節、そしてケー
キにおせちにおもちと、美味しいものいっ
ぱいの素敵な季節ですが、はしゃぎすぎ・食べすぎには注意です！
さて、2013年は皆さんにとってどんな1年でしたか？少し振り返ってみて、そし
て「The New Year's Day is the key of the year 一年の計は元旦にあり」という言
みんなこんにちは。一年が経つのは本当に早いですね。この12か月 葉があるように、新年を迎える際には、その年のビジョンを描いてみるといいです
間、みんな本当によく頑張ってくれ、生徒皆さんに英語を教えること ね。私の2014年の抱負は、、、英検やTOEICにどんどん挑戦し英語力をもっと高
ができ、また、皆さんの英語がうまくなるお手伝いが出来てとても光 める、です。資格は一生の宝です。みなさんも来年も様々なことに挑戦し、また1
栄でした。どうぞ、良いクリスマスと新年をお迎えください。また、冬 年を実り多きものにしてくださいね。May the coming year be wonderful for all of
休み・年末年始休暇をどうぞエンジョイしてください。来年またお会 us! そして年明け元気にお会いしましょう！See you in 2014！
いしましょう！
ジョシュ
Hi everyone. Wow that year went by really quickly didn't it?.
Everyone has done so well these past 12 months very happy that
I've had the opportunity to teach and help to become better
English speakers to each and every one of my students. Merry
Christmas and a happy new year to all. Enjoy the holidays see you
next year. :-)
Josh

Kanji character 'rin' perfect choice to represent 2013

今年の漢字は「輪」

今月の読み物

数ある「訳語」の中でも簡潔にして秀逸、国民的財産のような
一語であろう。オリンピックに「五輪」をあてたのは、読売新聞
記者の故・川本信正さんだったという。１９３６年のベルリン大
会の時だから、もう８０年に近い歴史がある。
The Olympics are often referred to as "gorin" in Japanese. Written with two kanji characters,
"go" denotes "five" and "rin" represents "ring" or "circle." The word is said to have been coined
by Nobumasa Kawamoto (1907-1996), a Yomiuri Shimbun sportswriter at the time of the 1936
Berlin Olympics. As a Japanese translation of the Olympics, I cannot think of anything more
succinct and fitting. This almost 80-year-old word could even be considered a national treasure.

五つの輪が五つの大陸を表すのはよく知られる。欧州で始ま
り、３回目には北米へ。アジア初は４９年前の東京だった。次回
の南米ブラジルは、「五輪の歴史に新しい大陸を仲間入りさせ
てほしい」と当時のルラ大統領が訴えて金星を射止めた。

The five-ring Olympic symbol represents the five regions of the world. The modern Olympic
Games began in Europe in 1896. Eight years later, the Games were held in North America for
the first time, and then in Asia 49 years ago with the 1964 Tokyo Olympics.

そして７年後には再び東京に戻ってくる。日本漢字能力検定
協会は「今年の漢字」を「輪」と発表した。毎年、公募をして一
番多く寄せられた字が選ばれる。「おかえり、五輪」「ようこそ、
五輪」の思いを込めた人が多かったのだろう。

In 2016, Rio de Janeiro will host the first Olympics in South America. During the bidding
人のつながりを「輪」に例えることもある。苦難があれば善意
process for the 2016 Games, Luiz Inacio Lula da Silva, then Brazil's president, reportedly
と支援の輪が広がる。一方で、憎しみの連鎖というのも一種の
appealed to the International Olympic Committee to "add a new continent to the Olympic
輪だろう。この輪のために止（や）まぬ戦火がある。
history."
The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation announced Dec. 12 that "rin" has been
悪（あ）しき連鎖を断って、許しの輪を広げたのが元南アフリ
chosen as the 2013 "kanji of the year," having outnumbered all other candidates submitted by the public. I imagine many people were thinking of the 2020 Olympics, which Tokyo will host.
カ大統領のマンデラ氏だった。「憎むように生まれついた人間
Human relations are sometimes likened to a circle. We talk of "circles" of goodwill and support being formed for people needing help. We also talk of a "chain of hate," which I suppose is
などいない。人は憎むことを学ぶのだ。……ならば愛することも
Former South African President Nelson Mandela, who died on Dec. 5, was someone who severed
the vicious circle of hate and replaced it with a circle of forgiveness.
学べるだろう。愛は憎しみよりも自然に人の心に根付くはず
"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love だ」。
comes more naturally to the human heart than its opposite," Mandela once said.
Kanji characters are packed with meaning. Their straight and curvy strokes feed people's imagination.
Of the five regions, Africa is the only one that has yet to host the Olympics. Watching the chief 思えば漢字は濃密な文字で、ひと塊（かたまり）の直線と曲線
priest of Kyoto's Kiyomizudera temple display his calligraphy of "rin" on Dec. 12, I prayed f

から、想像は色んな事物や場面へと広がっていく。アフリカ大
陸はまだ五輪の開催と縁がない。清水寺での恒例の墨書に、
五つの輪の完成を願掛けした。
平成25年12月13日 朝日新聞・天声人語

1月の予定表
12/21(土) 13:00～15:00 クリスマスパーティー
12/22(日)～1/5(日) 年末年始休業(お月謝分の全てのレッスンがお休みです)
12/22(日)・23日(月)・25日(水)・26日(木)
冬休み特別企画「ダンスde英会話」コース
1/25(土) 午後 英検1次試験日
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