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WinBe Kids・今月のフレーズ ： 教室はどこにあるの？
Where is the (class room)? It is (next to) the (gym).
(教室)はどこ？ (体育館)の(となり)だよ。
Where is the (rest room)?
(お手洗い)はどこ？
It is (across from) the (music room).
(音楽室）の向こう側だよ。
Where's the (restroom)? Is it (next to) the (music room)?
(お手洗い)はどこ？ (音楽室)の(となり)かな？
Could you let me know how to get to the post office?
郵便局への行き方を教えてくれませんか？

今月は「教室はどこにある
の？」の英語表現です。
英語で場所の聞き方を覚
えてしまえば、日常生活で
も色々な場面で使えます。

Native Teacher's Room

Manager's Room

みなさん、こんにちは！今は梅雨のはずですが、毎日毎日暑い日が続いています
ね。夏バテなどしていないでしょうか？もうすぐ、土用です。ウナギを食べて、夏バテ
Hi everyone well it looks as if Spring has passed us by and
を防止してください。
where heading full on into the Summer season!
さて、WinBe・スクールIEをはじめとする「やる気スイッチグループ」では、6月1日よ
June is a very cold month for New Zealanders so its a nice
り、T-POINTに加盟いたしました。今後、生徒のみなさんのがんばり度合いに応じ、
suprise been here in Japan for a bit of change.
T-POINTを貯めていただく事ができますので、是非、T-POINTにも挑戦してくださ
い。お父様・お母様がお持ちのTカード番号をWinBeにお教え(ご登録)いただき、ポイ
I am very thankful to the students and there parents for
ントを貯めていただく事もできますし、お子様に、「やる気スイッチ」が印字されたT
continual effort into studying Englsih and compteting homework
カードをお渡しする事もできます。もちろん、お子様が既にTカードをお持ちでした
give on time every time great job keep it up! See you all in
ら、そのTカード番号をお教えいただければ、そのままお貯めいただく事が可能です。スクールIEの生
class :) Josh
徒様はSafety Mailサービスを使って、ご通塾の度に1or2ポイントお貯めいただけますが、WinBeの生
みなさん、こんにちは。 春が終わったと思ったら、もう夏真っ盛りになってきました 徒様には、1レッスンにご出席いただく毎に、2ポイント貯めていただけます。毎月月末に集計し、翌月
ね。ニュージランドでは6月はとても寒く、日本は全く違っており、とてもビックリしてい にポイントをお付けさせていただきます。その他、児童英検・英検を受験いただいた、または、合格され
ます。WinBeに通ってくれている生徒さんと保護者様には、いつも一生懸命に英語を た際に、各種イベントにご参加いただいた場合、My English Journeyが完了した場合などにポイントを
勉強してくれ、宿題も毎回全てやってきてくれ、みんなが英語力を上げようと頑張って お付けしていく計画です。随時、ご案内してまいりますので、楽しみにしていてください。まずは、6月分
くれており、とても感謝しています。それでは、レッスンでまたお会いしましょう！
より、1回のご出席に対し、2ポイントお付けさせていただきます。ただし、お支払いいただきます、レッス
ジョシュ
ン料等に対してのポイント付与はございません。あしからずご了承ください。

Manga characters offer wise words
on the Constitution

さとり世代の登場

今月の読み物

安倍首相夫人、昭恵さんの発言が話題になっている。「私は
家庭内野党」だといい、「原発反対」の考えを改めて語った。そ
の真意が取り沙汰されてもいるが、毎週の「官邸前抗議」なら
ぬ家庭内の異論に、首相は何と答えるだろう。
ギャグマンガ家、赤塚不二夫の母も家庭内野党だったらし
い。戦争中に憲兵をしていた父と異なり、母は戦後ずっと社会
党ファンだった。選挙のときはいつもけんかになり、母は「これ
ばかりは夫婦といえどもちがう」と譲らなかったという。

A comment by Akie Abe, the wife of Prime Minister Shinzo Abe, is attracting
attention. She once again publicly stated that she is against nuclear power, saying,
"I am an opposition party within the family." While some people are raising
一家は旧満州からの引き揚げ者だ。終戦で父はソ連軍に連
questions about her true intent, I wonder how the prime minister would respond to
objections that come from within his family rather than from the people joining the 行され、母が幼子の手を引いて帰国した。働きながらの子育て
の辛苦が「革新的な意識」につながったのでは、と息子は推測
weekly anti-nuke protests held in front of the prime minister's office.
している。遅れて戻った父は憲兵時代の思想が抜けなかった。
The mother of manga artist Fujio Akatsuka (1935-2008) is also said to have
been the opposition within the family. Unlike Akatsuka's father, who was a military
赤塚と憲法学者の永井憲一さんとの共著『「日本国憲法」な
policeman during World War II, his mother always supported the Japan Socialist
Party following the end of the war. Every time elections were held, the couple
のだ！』（草土〈そうど〉文化）で知った。３０年前の本だが、版
quarreled and his mother refused to compromise, saying, "This is the one thing we 元の若い社員が「この本はわかりやすい。いま憲法が学校で
disagree on even though we are husband and wife."
あまり教えられていない」と言うので、急いで改訂新版を出した
The family was repatriated from the former Manchuria in northeastern China.
という。小学校高学年なら十分読める内容だ。
When the war ended, Akatsuka's father was taken away by the Soviet military,
leaving his wife to return to Japan with their young children. The hardships she endured as
a working mother raising her children must have led her to develop "a progr
「日本はもう戦争はいたさないのだ！」とバカボンのパパが宣
I read about this in "'Nippon-koku Kenpo' Nanoda!" (This is the Japanese Constitution!).
The book was co-written by Akatsuka and constitutional scholar Kenichi N
言する。「国の政治は国民が信用してまかせた議員がするニャ
The father of Bakabon, a lead character in "Tensai Bakabon," one of Akatsuka's best-known
works, appears in the book and declares: "Japan will no longer make w
Even supposedly eternal and inviolate fundamental human rights "may vanish if weロメ！」とニャロメが言う。赤塚マンガの主役、脇役が総動員で
fail to put forth constant effort," says Akko-chan from Akatsuka's "Himitsu no A

憲法を語る。

永久不可侵のはずの基本的人権も、「いつも努力しないとな
くなってしまうかも」。アッコちゃんが鳴らす警鐘は今も響いてい
る。
(2013年6月12日・朝日新聞・天声人語)
7月の予定表

6/30(日)12:00～15:00 IE夏祭り
(先月のお知らせより開催日を変更させていただきました)
7/09(火)・7/10(水) すべてのレッスンがお休みです
7/24(水)～7/27(土) ダンスde英会話・プチ留学コンビネーション①
7/31(水)～8/03(土) ダンスde英会話・プチ留学コンビネーション②
8月後半にも行います。
8/10(日)11:00～13:00 BBQパーティー
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