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WinBe Kids・今月のテーマ ： どっちが大きい？
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Do you like Big-tin? Yes, he is very (big)!
今月はいろいろなぼくの仲間がでてきたよ。
あなたはビッグティンが好き？はい、とても（大きい）からね。
君はどの「ティン」がお気に入りかな？ 大きい、小さ
Do you like him? Yes, I like (Big-tin)!
い、長い、短い‥。こういう言葉を覚えると、表現できる
あなたは彼が好き？はい、私は（ビッグ・ティン）が好きです。
こともグッと増えるよ♪タクティンもよろしくね。
Which do you prefer, (Big-tin) or (Small-tin)?
あなたは、（ビッグ・ティン）と（スモール・ティン）とでは、どちらが好きですか？
I prefer （Small-tin）.
スモール・ティンのほうが好きです。
I like both of them.

僕は両方とも好きだよ。

Native Teacher's Room

Director's Room

みなさん、こんにちは。ハッピーハロウィン！先日、10/19(土)にWinBeではハロウィンパーティー
を開催しました。Josh先生、金山先生、栗田先生はじめ、スクールIEの先生たちにもお手伝い頂
Happy Halloween everyone I hope we all had a chance to enjoy the き、また、とても多くのお友達にご参加いただき、楽しい一日を過ごしました。当日は、Josh先生お
手製のハロウィンブックにお絵描きをしたり、IEの先生たちが前日夜に徹夜で作ってくれた「お化
very spooky Halloween party and scary Ghost house I know that I け屋敷」で楽しみ、最後は、みんなで、カップケーキを頂きました。みんなとても楽しそうに過ごし
had a great time.Now where heading into Winter slowly but surly
てく
also looks like we have another round of testing comming up in a
れました。「お化け屋敷」はとても好評
few weeks do your best study hard and practice speaking English.
だったので、来年もあるかな？次回、
12/21(土)にクリスマスパーティーを行い
Josh :)
ます。次回は「お化け屋敷」ではなく、
「ビックリハウス」を作り、みんなで「トレ
ハッピーハロウィン！みんなでハロウィンパーティーやお化け屋敷を
ジャーハンティング(宝探し)」を行う予定
楽しみましょう。さて、徐々に冬に向かっていますが、みんなにとって
です。もちろん、毎年恒例の、クリスマス
は、数週間後にまたテストがやってきます。みんな、頑張って英語を
カード作りとクリスマスソング発表会もあ
一生懸命勉強しようね。 ジョシュ
ります。お友達お誘い合わせの上、遊び
に来てください。お待ちしております。
The scent of 'kinmokusei' ushers
in the return of autumn.

秋の香キンモクセイ

今月の読み物

酷暑にうだった日々は遠ざかり、駅までの道にキンモクセイが香り
はじめた。味覚に初ものがあれば、匂いにも初ものがある。１年ぶり
の芳香を鼻に吸うと、秋が体中に広がって、空気が透明感を増して
くる。

The days of brutal summer heat are over, and the fragrance of "kinmokusei"
(fragrant olive) flowers has started to waft along the street that takes me to the
train station.
Just as there are seasonal delicacies, there are seasonal smells. As the perfume
of fragrant olive filled my nostrils for the first time this season, my whole body felt
the return of autumn as the air appeared to have acquired greater transparency.
Daphne in spring and fragrant olive in autumn are said to represent the twin
pinnacles of floral fragrance, but their perfumes give different impressions. The
scent of daphne blends into the moist night air of spring, while that of fragrant
olive goes perfectly with the cloudless skies of autumn.
The common gardenia is another sweet-smelling flower. Blooming during the
"tsuyu" rainy season, it evokes images of a beautiful, but somewhat mysterious,

春のジンチョウゲ、秋ならモクセイ。香りの双璧とされるがイメージ
は違う。前者は潤んだ夜気に溶けるように香る。後者は高い空がよ
く似合う。「私をお忘れ？」とクチナシに恨まれそうだ。陰ある美人を
思わせる梅雨時の名花を、忘れてなんぞおりません。
モクセイは、花そのものは目立たない。いわば地味な香炉である。
〈木犀（もくせい）のかをりほのかにただよふと見まはせど秋の光の
みなる〉窪田空穂（くぼたうつぼ）。ふと漂うので周りを見ても、花の
ありかは分からないことが多い。
空気の汚れたところでは花をつけにくいそうだ。高度成長でスモッ
グがひどかった頃は芳香も消えがちだったという。遠くまで香る「九
里香（くりこう）」の異名も、澄んだ空気があってのことらしい。

woman. I think the flower will be put off if I fail to mention it here.

心配なのは、モクセイの原産地の中国である。大気汚染がおさま
らない。先月赴任した本社特
が、名月の夜によど
の空を
It is said that fragrant olive does not bloom well in dirty air. During the years of Japan's
postwar economic
miracle, which were accompanied
by dense, の
pervasive smo
いていた。
々（こうこう）たる月光を〈
うらくは （これ）地
Air pollution remains a serious problem in China, the country of origin of fragrant olive. This is worrying. The Asahi Shimbun's Beijing correspondent, who arrived in th
かと〉とうたう
の のような
は、
くもないようだ。
There is nothing flashy about the flowers of fragrant olive. They remind me of
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匂いは幼い頃の記憶を呼び覚ますという。モクセイの香りに喚起さ
れる、それぞれの秋があろう。筆者の場合は小学校の運動会が浮
かぶ。歓声が吸われていく高度成長期の空は、思い出の中ではい
つも青く、そして高い。
平成25年10月6日朝日新聞・天声人語

an unobtrusive incense burner; one smells the scent, but often cannot see where it is coming from. A poem by Utsubo Kubota (1877-1967) goes: "The subtle scent of fr
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The Chinese poet Li Bai (701-762) penned this piece: "The bright moonlight in front of my bed/ I wondered, was it frost upon the ground?" There is apparently no ho
Smells are said to jog people's childhood memories. I imagine everyone has their memories of autumn triggered by the perfume of fragrant olive. In my case, I recall a

11月の予定表
11月04日(月・祝) 祝日ですが、通常通りレッスンを行います
11月14日(木)15日(金) レッスンお休み
11月23日(土・祝) レッスンお休み
12月21日(土) クリスマスパーティー
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