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3/25 (土) サタデーレッスン（高学年対象）
4/2-3 (日)～(月) スプリングキャンプ
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先日、WinBeの復習テストが行われました！
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テストでは、一生懸命に先生の話を聞き、質問に答えたり英単語、英文を読んでいた皆さんの姿が
印象的でした。とてもよく頑張りました!! 結果を楽しみに待っていて下さい。
学習したことの記憶は、１時間後には
約40％が失われ、９時間後には約
70％を忘れると言われています！
定期的に復習することが重要です!!

新学期に向けて
テストを通して、自分の得意、不得意が見えたのではないかと思います。
普段のレッスンでも、しっかりと先生のお話を聞けていますか？大きな声で話せていますか？
単語だけで答えず、フルセンテンスで話せるように意識をしましょう！！
3月より新学期になり、テキストも変わります！今までのレッスンで分からなかったところはそのまま
にせず、長谷川MG、ひかる先生までご質問下さい！新学期も、復習を欠かさずに楽しくレッスンに
参加して下さい！

★テキストが変わります★
日時：25日（土） 17：00～17：50 対象：新小４～新小６
英語の絵本を題材として、英文を読んで行く練習をしま
しょう！
英文に関する問題も出ます！英語検定対策になりますの
で、是非ご参加下さい！

３月から新学期になり、English TimeからWe Can!もしくはＩ
Ｃテキストへ移行します。
４月は、お月謝と一緒にテキスト代も頂戴しております。ご
質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください。

※対象年齢の生徒様にのみご案内を送らせて頂いております。

英検合格おめでとうございます！
【5級】 ６名合格！！ 【4級】 ５名合格！！
【3級】 ７名合格！！ 【準2級】 ５名合格！！
Conguratulations!!

小学生で英検に挑戦される生徒様が多数いらっしゃいました！

Hi folks!
As always, best wishes to you and your family - I hope you
have had a great month since we last spoke.
March is probably the most exciting month of the year for
WinBe as we transition to a new school calendar, complete
with new books, new materials, and new challenges for our
students of all levels. After seeing all the fantastic test
results in February, I am 100% confident that you guys are
ready for any new curveballs we can throw you. Keep your
motivation high as you move on up to the next level of your
studies!
As many of you already know, I will be leaving WinBe on
March 15th to begin a new chapter in my life. It has been a
wonderful and rewarding year for me, working with the
awesome staff here and getting to know all of you. Thank
you for all the happy memories and I wish you all the best in
the future. Take care!
皆さんこんにちは！
いつものように、皆さんと皆さんのご家族に良いことがあるように
願っています。前回から、皆さんがすばらしい一月を過ごせてい
たら嬉しいです！
3月は新スケジュール、新テキスト、新しい教材に変わり、そして
全てのレベルの生徒さんにとって新たな挑戦になるので、WinBe
でおそらく1番ワクワクする月でしょう!!
2月の素晴らしいテストの結果を見て、私は皆さんにどんな変化
球を投げても大丈夫だと100％確信しています。次のレベルの勉
強へ上がる際には、モチベーションを高く保っていきましょう!!
多くの方がご存知のように、私は人生の新たな章を始めるため、
3月15日でＷｉｎＢｅを去ることとなりました。ここで素敵なスタッフと
一緒に働き、そして生徒の皆さんと知り合うことができて、私に
とって素晴らしい、そして価値のある一年となりました。幸せな思
い出をありがとうございます！そして、皆さんの将来の幸運を願っ
ています。では、お元気で！

＊
＊
＊
＊

transition - 移行、移り変わり
＊ confident - 自信
curveballs - (野球)カーブ、戦略、計略
chapter - (物語などの)章、（人生など）区切り
rewarding - 価値のある、有益な

Hi everybody!
We recently just finished doing the test week. I wanted to
give everyone a massive well-done. Everyone did a great
job!!
You should only take positive emotions away with you after
participating in the test. Either congratulate yourself on
doing a good job or take motivation to do even better next
time.
Also we have now reached the new WinBe year. Many of you
have got shiny brand new books. I'm excited to see you in
new level upped classrooms and to have challenges on new
materials.
According to the Japanese calendar, we have passed into
spring. It has still been a little cold but soon it will warm up.
I'm looking forward to seeing the beautiful sakura. I went to
Yomiuri Land last month to see the stunning illumination and
to go on some fast rollercoasters. I really like rollercoasters!
I enjoy the thrill it gives me.
皆さんこんにちは！
ついこの間、テスト週間が終わりました。私は皆さんに山
のような賛辞を贈りたいと思います！皆さん、とても頑張
りました!! テストを受けた後は、前向きな気持ちだけを持
つようにしてください。自身の頑張りを祝う、もしくは次
回より良い結果へ向けてのモチベーションに繋げるのも良
いと思います。
そして今、WinBeの新年度も始まりました！多くの皆さん
がピカピカの真新しい教科書を受け取っています。レベル
アップしたクラスでお会いし、皆さんが新しい教材に挑戦
してくのを楽しみにしています！
日本のカレンダー上では、春に差し掛かっています。まだ
少し寒いですが、すぐに暖かくなるでしょう。美しい桜が
見られるのが楽しみです。先月はよみうりランドに行っ
て、息を飲むようなイルミネーションを見て、ジェット
コースターに乗りました。私はジェットコースターが本当
に好きです！乗る時のスリルが楽しいです。

＊ massive - 大きくて重い、充実した
＊ Either A or B - AかBのどちらか ＊ brand new - 真新しい
＊ material - 材料、道具
＊ According to ～ - ～に
よると
＊ stunning - 驚くべき、美しい

