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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
Hi everyone hope we are all studying hard and speaking
English at home.
It's been quite cold recently hasn't it but spring is
coming around again.
Josh :-)
みなさん、こんにちは。みんなが一生懸命勉強し、家で
も英語を話してくれていると信じています。ここ数日、ま
だまだ寒い日が続いていますが、春そこまでやって来て
いますね。
ジョシュ
Late bloomer' Noriaki Kasai basks in Olympic glory.

Manager's Room
2009年5月30日(土)に開校してから、約5
年に渡り、たくさんの生徒様にお通い頂き、
非常に残念ではありますが、本年3月29日
(土)を持ちまして、WinBe桑名中央校を閉校
させていただく事になりました。優秀なネイ
ティブ講師の確保を始め、英会話スクール
のおかれている環境は厳しさを増す一方で
あり、一企業の努力だけでは、存続が厳し
いと判断し、苦肉の決断をせざるをえませ
んでした。現在お通いの生徒様には本当に
申し訳ないと、会わす顔もございませんが、
何卒、ご理解下さいますよう、心からお願い
申し上げます。
閉校までわずかではありますが、皆様の英会話力アップのために、講師共々、全力を尽
くします。また、これまでの感謝の気持ちを込めまして、ささやかではありますが、3月29日
(土)にイースターパーティーを兼ねたお別れ会に、生徒の皆様をご招待させていただく予定
です。是非、ご参加ください。お待ちしております。

不惑の銀メダリスト

今月の読み物

自己と他者、などと言えば小むずかしげに聞こえるが、フーテ
ンの寅さんが語れば次のようになる。「お前とおれとは別な人
間なんだぞ。早（はえ）え話がだ、おれが芋食って、お前の尻か
らプーと屁（へ）が出るか」。いささか品を欠くが寅さんなら許さ
れよう。

Talking about one's self and others may sound argumentative and difficult, but
同じ釜の飯を食った仲間とはいえ、この人にとって、別な首に
かかった金メダルは、悔しさ以外のものではなかったという。１
Tora-san, the vagabond character from the "Otoko wa Tsurai yo" (It's tough being
６年前の長野五輪、日本チームの活躍にわいたジャンプ団体
a man) film series, put it as follows: "You and me are different people. In short,
で、葛西紀明選手は出場メンバー４人から外れた。
let's say I eat a potato. Do you think you're the one who's gonna fart?" Pardon the
vulgarity, but after all, this is Tora-san speaking.
歓喜の輪の外で泣いた悔しさを薪（まき）に変え、燃やしに燃
To ski jumper Noriaki Kasai, the gold medals that hung from the necks of fellow
やしてつかんだ４１歳の銀メダルだった。歳月を刻んでなお
若々しい男の顔、それも笑顔に、じんわりとなった人は多かっ
teammates meant nothing but a painful reminder of personal failure. At the 1998
たろう。
Nagano Winter Olympics when Japan rejoiced over its victory in the jumping team
competition, Kasai was not among the four members chosen to represent Japan.
人間、他人を励ますよりも、自分を励ます方が大変だ。もとも
His disappointment became an energy that burned for 16 years until he finally
と早熟の天才と呼ばれた。中学３年で国際大会のテストジャン
won a silver medal at age 41. His young looks that belie his age and beaming
パー役を務め、優勝者よりも飛んだ。度重なる五輪での失意や
苦境をくぐり抜けての、「大器晩成」のメダルが光る。
smile must have warmed the hearts of many people.
It is more difficult to encourage ourselves than others. From the start, Kasai had
これも寅さんだが、「あぁ生まれてきて良かったなって思うこと
been called a child prodigy. As a third-year junior high school student, he served
が何べんかあるじゃない。そのために人間生きてんじゃねえの
as a test jumper at an international competition and jumped a longer distance than the winner.
Having undergone a series of disappointments in Olympic Games, the m
か」の名せりふがある。どの競技者も自分を極限まで追い込ん
Let me quote another famous line of Tora-san: "We all have moments when we feel grateful
that
we were born. People live for those moments." All Olympic athletes p
でやまない。長い鍛錬の末の、宝石にも似た歓喜のおすそ分
けにあずかる、テレビの前の私たちだ。
Medalists give off light that shines every four years. At the same time, losers who gave
their all are just as beautiful. The numerous high-quality and thrilling dramas th

メダリストは４年に１度の輝きを放ち、力を尽くした敗者もまた
美しい。鮮烈にして良質なドラマの数々はいよいよ終盤へと向
かっていく。
平成26年2月18日 朝日新聞・天声人語
3月の予定表

桑名中央校

3/29(土)14:00～16:00 イースターパーティー＆お別れ会
3月29日(土)を持ちまして、WinBe桑名中央校は閉校させていただきます。
閉校後、ご返金等のお手続きはスクールIE桑名中央校にて賜ります。
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