１（木）、２(金) 休校日
３（土） サタデーレッスン 英検対策
４（日） 英検実施日
１０（土） サタデーレッスン 英検Ｊｒ.対策
２４（土） 英検Ｊｒ.実施日
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保護者面談月間

June

Su n M o n T u e W e d T h u
1

Fr i
2

Sat
3

9

10

12

5

6

11

4

12

13

7

18

19

20

25

26

27

13

実用英検

14

15

16

8
12

14
13

21
14

28
15

12

15

12

16

13

22

13

23

14

29

13

17
14

24

14 英検Jr.15

30

15

15

ワンポイントレッスン
「direction」はdirectという動詞が名詞に変化した形。
動詞としては「指示する・指揮する」や「管理する」、
「向ける」といった意味なので
例） obey a person's direction
それが名詞に変化した「direction」は
「人の指図に従う」
【目的と方向性がない場合、努力と勇気だけでは不十分である。】 「指示」「命令」「監督」「方向」といった
例）
change
direction
（ジョン・Ｆ・ケネディー）
意味になります。
「向きを変える」

Efforts and courage are not enough without
purpose and direction. - John F. Kennedy

保護者面談のお知らせ
大田区立中学海外派遣の代表生徒として
当校の生徒さんが選ばれました!! Congratulations!

5月30日（火）～7月15日（土）
保護者面談を実施させて頂きます。

大田区の姉妹都市であるマサチューセッツ州のセーラムで約 ご案内のお手紙を手配りにて配布しております。

2週間間ホームステイをしながら、派遣生として様々な活動、 ご希望の方は、用紙にご希望の日程をご記入頂き、長谷
発表をするプログラムです。現地の文化や英語に触れて、充 川、渡邉までお持ち下さい。
実した時間を過ごしてください!!!

英検・英検Ｊｒ．について

サタデーレッスンのご案内

2016年度第１回英検・英検Jr.が行われます！
月に１度、土曜日の無料レッスン！今回は英検Jr.対策です!!
6月10日（土） 13:00～13:50 ブロンズ対策
英検を受験される生徒の皆さん、もちろん単語確認は済んでい
13:00～14:15 ゴールド対策
ますよね!! 今から過去問題を解き、疑問点や苦手を解決してい
14:00～14:50 シルバー対策
きましょう。
英検Ｊｒ．を受験される生徒の皆さんはご自宅でＣＤを聞いて、英
※過去問題の持ち帰りが不可になりました。ご了承ください。
語に耳を慣らしていきましょう！

Sherine's News

Jack's News
Hello everyone,
We have already reached the midway point of 2017. It's
crazy how fast time has flown by. One thing I learnt from
my time on this planet, is to make the most of your time.
Time is one of the most precious things we have in life.
Once its gone its gone for good. So use it wisely. Saying
that though, last month for me was a relatively relaxed one
haha. I went to Zoorasia in Yokohama. I saw an amazingly
stunning male lion. Lions are my favourite animals and the
one I saw at the zoo was very powerful and majestic
looking.
I have also been watching a really interesting documentary
series about space. I find space so interesting and
wondrous. Space has so many unreached places and many
things to see and learn from. It's a world of mystery. I
wanted to give everyone who took part in the Spelling Bee
a huge well done. You continue to make us all proud here
at WinBe Omori. Let's push some more to reach our goals
and ambitions.
皆さんこんにちは。
もう2017年の中間地点まで到達しました。時間が経つのは驚くほどあっ
という間です。私が地球上で生きてきて学んだことは、有意義な時間を
過ごすということです。「時間」は私たちの生活の中で最も特別な物のひ
とつです。一度無くなってしまえば、永遠に消え去ってしまいます。なの
で賢明に使いましょう！とは言いつつ、先月は比較的ゆるく過ごしてしま
いました。(笑) 私は横浜のズーラシアへ行って、かっこいいオスのライオ
ンを見て来ました。ライオンは私の好きな動物で、そこで見たライオンは
とても力強く、堂々としていました。
また、私は宇宙についてのドキュメンタリーシリーズを見ています。宇宙は
興味深く、不思議だと思います。宇宙にはまだ誰も行った事の無い場所
や、見て学ぶものが沢山あります。それは不思議な世界です。
スペリングビー大会に参加した皆さん、とても良く頑張りました!! 皆さんの
おかげで、ここ大森校を誇りに感じ続けられます。更に頑張って、私達の
目標、念願を達成しましょう！

*
*
*
*
*

midway - 中ほどの
* precious - 貴重な
for good - 永久に
* relatively - 比較的、割合に
majestic -堂々とした
wondrous - 驚くべき、不思議な
proud - 誇りに思う、自尊心のある

Hi Everyone!
I was so glad to hear all your exciting stories and adventures
you had during Golden week. We all had the chance to relax
and refresh and spend some quality time with family and
friends. One of the many highlights for me during the holidays
was taking a cruise around the Yokohama bay area. The
views of the city were breathtaking and the weather was
perfectly warm. My husband and I also took a ride on the big
Ferris wheel at night and saw all the beautiful lights around
the bay. It was truly magnificent.
Japan is still full of so many things to see and experience and
I truly can’t wait to get to discover all the beauty that
surrounds me. If any of you have any recommendations or
any favorite places you like to visit around here, I would love
to hear from you!
I wish you all a great month as we slip into June with its rainy
season ahead. Keep your umbrellas close!! :)
皆さん、こんにちは！
私は皆さんのゴールデンウィーク中の楽しいお話や冒険について聞くことが
出来てとても嬉しかったです。私たちはみな、家族や友達と一緒にゆっくりと
リフレッシュしたり、充実した時間を過ごすことが出来ました！お休み中の楽
しかったことは、横浜のベイエリアを船で周ったことです。街の景色は息をの
むほどで、天候も丁度いい温かさでした！夜は、私の夫と大きな観覧車に
乗って、海の周りの美しいライトを眺めました。それは本当に壮麗なものでし
た。
日本では、見たり経験したりすることだらけで、これから私の周りにある全ての
美しいものを発見していくのがとても待ち遠しいです！もしもこの辺りに何かお
薦めや皆さんのお気に入りの場所があれば、是非教えてもらいたいと思いま
す!!
これから6月の雨の時期となりますが、楽しい月になることを願っています！
いつも傘を近くに持っていて下さいね!! ：）

*
*
*
*

during - ～の間
* breathtaking - 息をのむほどの
magnificent - 壮大な、すばらしい
discover - 発見する
* surround - 囲む、取り巻く
recommendation - 提案、助言

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みて下さい。

