January 2018 WB Oomori
TEL 03 - 5767 - 7030
E-mail winbe@mbr.nifty.com

お知らせ
1/21(日) 英語検定実施日
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文部科学省は2017年2月14日、小中学校の学習指導要領 小５・６年生は英語の授業が年70コマに倍増、小３・４年生が
改訂案を公表した。従来の指導要領から構成を変え、これか 年35コマの外国語活動が新設されるため、この分の授業時間
らの時代に求められる教育の実現のため、学校が社会と連携 数が増える。
中学校の英語の授業は、英語で行うことを基本とする。生徒
する「社会に開かれた教育課程」を掲げた。
が英語に触れる機会を増やし、考えや気持ちなどを英語で伝
え合えるようにする。
引用： ＷｉｎＢｅ／ＫＤＡ
小５・６で「読み・書き」に加え、

Ｎｅｗｓ

過去形にも触れます！

英検のお知らせ
１月20日(土)・21日(日)に英検の試験が行われます。
20日はスクールＩＥ川崎西口校と不動前校、
21日はスクールＩＥ大森校と立会川校にて実施致しますので、お間違えの無い様お願い致します。
冬休みの間単語・熟語をしっかり覚えられましたか？ ご質問等ありましたらWinBe大森校までご連絡ください。

サタデーレッスン英検Jr.対
【日程】
2月27日（土）
【グレード】 ブロンズ：12:00～12:45
【持ち物】 筆記用具

シルバー：14:00～14:45

Sherine's News

問題用紙のお持ち帰りはで
きません。ご了承ください。

Mike's News

Hello everyone,
December is one of my favorite months of the year, I
celebrate both my birthday and Christmas. I just turned
30 and i am very excited to start a new chapter of my
life putting my twenties behind me!
I had so much fun on Christmas week, dancing and
making crafts, all of you put me in my Holiday spirit.
For everyone who managed to make it to our WinBe
Christmas party, thank you all for coming, it was so
much fun!!! I hope all of you had as much fun as we all
did!
New year has begun and I just want everyone to know
that i am so glad that I spent 2017 with all of you,
talking and learning and laughing and playing games in
class. I can't wait to continue our good times together in
2018. I hope you all enjoy your winter holidays and come
back with loads of stories and adventures to tell me
about. May all your wishes of Happiness and success be
fulfilled in 2018! Cheers!

Hello again everyone!
Time is going by so quickly! Can you believe it’s already
2018? December flew by, but I hope you were able to enjoy
Christmas week.
It’s very interesting seeing how holidays like Christmas are
celebrated differently between Japan and America. For
example, in Japan many people eat chicken on Christmas,
while in America we usually eat turkey or ham. Also, I’m
sure there is a similar tradition in Japan, but in America with
the start of the new year there is a popular tradition of
making what are called “New Year’s resolutions.” These are
promises that we make with ourselves to try to improve our
lives in various ways. For example, many people decide that
they will improve their health or become more organized for
the new year. I think it’s a good idea to always be trying to
think of how we can improve and be the best person we are
possible of being. So, I hope that you too will try thinking of
something that you could do for a New year’s resolution!
Most importantly, I hope you had a great 2017 and have an
even better 2018!

皆さん、こんにちは！
12月は1年で私の1番好きな月で、誕生日とクリスマスの両方をお
祝いします。ちょうど30歳になったので、20代を終えて人生の新
しい章を迎えることにとてもワクワクしています！
クリスマスウィークは踊ったり、工作をしたり、皆さんがクリスマ
ス気分を盛り上げてくれ、とても楽しかったです。
ウィンビーのクリスマス会へ来てくれた人たち、ありがとうござい
ました！本当に楽しかったですね!! 私達と同じくらい、皆さんもい
い時間を過ごす事が出来ていたら嬉しいです。
新年になりましたが、2017年は皆さんと話したり、学んだり、
笑って、クラスでゲームをして過ごす事が出来て嬉しかったです。
2018年も引き続き一緒に楽しい時間を過ごすのが楽しみで待てま
せん！皆さんが冬休みを楽しみ、戻ってくるころに沢山の思い出話
や出来事について教えてくれる事を期待しています。2018年が、
皆さんにとって幸せと成功に満ちた1年になりますように！
Cheers!!

皆さん、今月もこんにちは！
時間があっという間に過ぎていきます。もう2018年だなんて信じられますか？12
月はすぐに終わってしまいましたが、皆さんがクリスマスウィークを楽しんでくれて
いたら嬉しいです！
クリスマスのような祝日が、日本とアメリカでは違った祝われ方をしているのを見て
いると、とても興味深いです。例えば、日本では多くの人たちがクリスマスにチキン
を食べますが、アメリカでは私達はだいたいターキー（七面鳥）か、ハムを食べま
す。それから、日本にも似たような習慣はあるかもしれませんが、アメリカでは新年
が明けると「New Year's resolutions（新年の決意）」と呼ばれるものを立てる大衆
的な習慣があります。これらは、色々な方法で自分自身の人生をよりよくするため
の約束のことです。例えば、多くの人々は健康面を改善する、規則正しくする、な
どの誓いを立てます。どのように改善したらより良い人になれるか、という可能性を
常に考えようとすることは、素晴らしいことだと思います。ですから、皆さんも新年
の決意として、自分ができる何か目標を立ててみてください！そして何よりも、皆さ
んにとって素敵な2017年を過ごせたこと、また2018年が更に素晴らしい1年にな
ることを祈っています!!

Sherine's News チェックポイント
＊ new chapter - （人生や歴史の）新しい区切りになる
時期、（本の）新しい章
＊spirit - 気分、精神 ＊manage to do - 繰り合わせ
＊loads of ～ - 沢山の～
＊fulfilled - （人生、仕事などに）満足して

Mike's News チェックポイント
＊while - …だけれども
＊similar - 良く似た
＊resolution - 決意、決心 ＊various - さまざまな
＊organized - 有能な、うまくやれる
＊even - 更に

