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12月・1月のお知らせ
December 保護者面談月間

12

12/18（日） クリスマス会★
12/23(金)～1/5(木) 冬期休校
1/22(日) 英語検定
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ワンポイントレッスン！
It always seems impossible until it's
done. - Nelson Mandela
【何事も成功するまでは不可能である。】

（ネルソン・マンデラ）

It seems C（形容詞）は、「Cであるように思える」の意味。
時の副詞節を導く接続詞"until"と合わせて「～するまでは ～のように
思える」となります。
例） It seems unfair, until they give him 2 meters start.
訳）「２メートルのハンデなしでは、不公平な競争のように思えた」
※until 以降が現実化する事で、前半が打ち消しされる結果にな

クリスマスパーティーのご案内
12月18日（日）
Christmas Partyの曲が決まりました!! 「I Wish It Could Be Chrsistmas Everyday」、毎日がクリスマスだったらいいな♪という歌で
す！
曲中で踊る簡単な振り付けも練習していますので、お友達と参加される方は是非教えてあげて下さい！（ひかる先生考案）
プレゼントもありますので、袋を用意の上ご参加ください！

英検結果について

英検に挑戦される皆様へ

3級(2名)・準2級(5名)・2級（2名） 2次試験者合格!!

必ず単語帳を購入して下さい!!

英検2次試験の結果が発表されました！
面接練習も、全員とても頑張りました！合格おめでとうございます!!
次回は2017年1月21日（土）、22日(日)を予定いたしております。

単語が分からないまま過去問を解こうとしても、問題の意味すら分からな
い状態になってしまいます。まずは単語、熟語、その次に過去問集で
す！

Jack's News

David's News

Hello everyone, I assume you have all unpacked your winter
clothes by now. It is definitely getting colder and colder by the
day, it even snowed recently. I always love to see snow. It gets
me in that warm fuzzy mood, which is odd considering the
winter brings freezing weather.
The best thing of all about winter is that it means my favorite
time of all is just around the corner. Christmas. From late
November I start listening to Christmas music and watching
seasonal movies. They give me so much nostalgia. Memories of
being a child and having that magic of Christmas in my heart. I
am excited to go to all the winter illuminations that pop up in
and around Tokyo this year.
Recently I have started taking some Japanese classes. I am
very much enjoying them and it has really helped me.
Some of you took part in the spelling Bee. Well done in doing so
good. Maybe next year even more of you will take part.
In winter it becomes very easy to stay indoors wrapped up
warm in bed and not spend enough time bettering yourself, good
luck in finding that strength to continue learning and growing.

Hi everybody! It's the last WinBe News of 2016!
Wow, this year has really flown by quickly. Thank you all so much for
your hard work during this year, and for making every class so much
fun :D
December, of course, is all about Christmas events.
Here at WinBe we are busy rehearsing our Christmas song and
dance (maybe you guys are practicing a little at home too?), and all
around Tokyo we will soon be seeing Christmas trees, decorations,
and beautiful displays of illumination spring up at department stores,
train stations, and public buildings.
For me though, the best thing about Christmas is taking time to
appreciate our families. Eating and drinking together, exchanging
gifts, singing, laughing, and making happy memories.
I hope you all will have the opportunity this Christmas and New Year
season to enjoy many precious moments with your parents, brothers
and sisters, and extended family. And remember to keep wrapped up
warm and snug during the cold days and nights!
Have a great December - see you all again in 2017!

こんにちは！皆さん今頃、冬服を出されたところではないかと思います。最
近は日々確実に寒さが増し、最近は雪が降った日さえありました！私はいつ
でも雪を見る事が大好きです。冬は凍えるような季節ということを考えると変
ですが、温かくふわふわとした気分になります。
冬のいいところは、私の一番好きな時期、クリスマスが近付いてきているとい
うことです！11月の終わりからクリスマスの音楽を聞き始め、この季節の映
画を見始めます。そうすると私はとても懐かしい気持ちになります。まだ子ど
もで、心の中にクリスマスのあの魔法があった頃の思い出です。私は今年、
東京中に飾られた冬のイルミネーションを見に行くことが楽しみです。
最近、日本語のレッスンを受け始めました。とても楽しく、役に立っています。
何名かの生徒さんがスペリングビー大会に参加しました。頑張って、良い結
果となりました！来年は、より多くの皆さんが参加するかもしれませんね!!
冬はついつい家に閉じこもってベッドで暖かく包まるようになり、成長のための
時間を取らなくなりがちですが、勉強し続けて成長する力を出せるよう祈って
います！！

こんにちは！これが2016年最後のWinBe Newsです！
あぁ、今年は本当にあっという間でした！今年1年間の大変な頑張り、そして毎回
のクラスをとても楽しくしてくれてありがとうございました :D
12月はもちろん、クリスマスのイベントが中心です。
ここWinBeでは、クリスマスソングとダンスのリハーサルに追われています。（皆さん
もお家で少し練習をしているかも？）そして、すぐに東京のデパート、駅そしてビル
などで、クリスマスツリーやデコレーション、そしてイルミネーションの飾り付けが現れ
るのを見られることでしょう！
しかし、私にとってクリスマスの1番の楽しみは、家族について感謝する時間を作る
ことです。一緒に食べたり、飲んだり、プレゼントを交換したり、歌ったり、笑ったりし
て幸せな思い出を作るのです！
皆さんが、このクリスマスとお正月に両親や兄弟、親戚と一緒に特別な時間を過
ごす機会がもてることを願っています。そして、しっかりと着込んで、暖かくしてこの
寒い日々を過ごすのを忘れないでください！
よい12月を過ごして下さい。また2017年に会いましょう!!

Jack's Newsのチェックポイント

David's Newsのチェックポイント

* assume - 推測する * fuzzy - (思考、音などが)ぼやけた
* considering - …を考えると * around the corner - すぐそこに
* nostalgia - （…に対する）郷愁 * bettering - 改善している

* rehaerse - リハーサルする * spring up - 飛び上がる、突然現れる
* though - けれども
* appreciate- …することを感謝する
* opportunity - 機会、好機 * snug - 温かく心地よい

ポイントとなる単語と熟語です！みなさんも是非この表現を使って見てください。

