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To all winbe students and parents, I would firstly like to thankyou for giving
me the opportunity to teach your children and adults over the last year and
three months.
It has been a great experience for me and I hope that I have learned as
much from you as you have from me, to see your English skills develop and
grow over this time makes me a very happy teacher I can only hope that you
continue to develop these skills in the future to become great English
speakers to change the world!. Also I wish you all the best of luck with your
future English conversations and study.
As for me as you may or may not know my next adventure lies in the very
cold yet nice Hokkaido where I will be moving to at the end of this month due
to personal reasons.
Thank you all again for giving me the opportunity throughout the time that I
have been teaching.
WISHING YOU ALL THE BEST OF LUCK Joshua :)
WinBeの全ての生徒、保護者様へ
まず何より、1年3カ月にわたり、皆さんと勉強する機会をいただけたことに心から
感謝いたします。
私にとって、ここWinBeで、とても良い経験をさせていただきました。私が皆さんか
ら多くのことを学んだと同様に、皆さんもたくさんの事を学んでいただけたと信じてい
ます。皆さんの英会話力がアップしていく姿を感じ、とてもうれしかったです。皆さん
が、世界を変えられるような英語スピーカーになれるよう続けて英語を勉強してくれ
ることを心から望んでいます。
個人的な理由ではありますが、今月末に北海道へ引っ越し、北海道でまた、頑張
ろうと考えています。
これまで本当にありがとうございました。
皆さんのご多幸を心よりお祈りしております。 ジョシュア
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of freedom ingrained in Constitution.
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WinBeの生徒・保護者の皆様へ

約4年にわたり、WinBe桑名中央校を続けて来れたのは、本当に、
生徒・保護者様のご支援のおかげであると、ここから、感謝いたし
ております。多くの生徒様に通っていただており、また、閉校のお
知らせをさせていただいた後も、存続をご希望されるお声をたくさ
ん頂きましたが、ご期待にこたえることができず、本当にすみませ
ん。誠に、残念ではありますが、3月29日(土)を持ちまして、WinBe
桑名中央校は閉校させていただきます。
左側でネイティブ講師ジョシュアが書いている通り、皆さんがこ
れからも、英語に親しみ、本当に、日本を、世界を変えることがで
きるような、国際人になっていただけることを、桑名中央校だけで
なく、全WinBeの講師・スタッフ・社員を代表し、願っております。
小学生の皆様には、個別指導スクールIEで、引き続き、英語を勉
強していただける特別プランをご用意いたしました。英語だけでな
く、算数や国語も一緒に勉強できる内容です。随時、体験プランを
ご案内しております。是非、一度、IEの小学生英語コースをご体験
下さい。詳しくは、お気軽にスクールIE桑名中央校(0594-27-4050)
へご連絡ください。
ささやかではありますが、3月29日(土)14時より、お別れ会を企画
しております。イースターパーティーも兼ね、イースターを始めと
する、外国文化に触れていただける内容もご用意しておりますの
で、ご家族、お友達もお誘い合わせの上、是非、ご参加ください。
プレゼント・お食事等ご用意の関係上、3/22(土)までにお申込いた
だけると助かりますが、3/23(日)以降もお申込いただけますので、
お気軽にご連絡ください。
それでは、今後の皆様のご活躍を、影ながらではありますが、祈
念いたしております。これまで本当にありがとうございました。
IEスクエア(スクールIE／WinBe)桑名中央校
室長 水谷 直人

今月の読み物

子どもに憲法を教える

その教材を開くと地図が描いてある。独裁者が支配する「暗
A teaching aid for children features a map that shows "Ankokuto" (Dark island), a place
黒島（あんこくとう）」だ。ここには、とんでもない掟（おきて）がた
dominated by a dictator. It has many outrageous rules. For example, one rule requires
くさんある。たとえば「何も言わず、だまって暮らせ」。こんなひ
islanders to "keep quiet and get on with their lives." What should they do to cut themselves
どい生活から逃れるにはどうすればいいだろう、と先生が問
free from such misery, a teacher asks.
う。
The answer is to win "freedom of expression." Thus, children travel the island with a
rabbit, a character in the book, in search of a treasure called basic human rights. By first
答えは「表現の自由」を獲得すること。こうして子どもたちは、
presenting a situation with no freedom or equality, children can more easily understand the
キャラクターのウサギと一緒に暗黒島を旅しながら、基本的人
preciousness of such values.
権という宝物を探していく。自由や平等が奪われた状況を最初
The "Constitution map" with a story was made by Hidenori Imai, 53, a lawyer and
に見せることで、その大切さをのみ込みやすくしてある。
professor at Kokugakuin University Law School. He heads "Legal Park," a private
物語じたての「憲法マップ」を作ったのは、弁護士で国学院大
organization that visits schools to provide lessons on ways to look at issues from the
viewpoint of someone in the legal profession. Since there were no teaching materials on the ロースクール教授の今井秀智（ひでのり）さん（５３）だ。学校に
出向いて法的なものの見方を教える民間団体「リーガルパー
Constitution designed for schoolchildren, the group decided to make their own.
ク」をひきいる。子どもでも手にとりやすい憲法の教材がなく、
The map was completed toward the end of last year. In February, the group organized lessons
at two public schools in Tokyo.
ならば自分たちでと思い立った。
"I came to understand that the Constitution is something that protects people," said a first-year junior high school student.
"I was moved to know that human rights are something that citizens fought to win," said another.昨年末にできあがり、先月は２度、都内の公立校で授業をし
I think the program provides precious lessons. What is the Constitution? It is questionable whether
even the politicians who are pushing for constitutional revision properly understand
た。「憲法は人々を守るものだとわかりました」「人権は市民が
"Personally, I have no intent to say the Constitution should not be changed," Imai said.
『勝ち取ってきたもの』ということに心を打たれました」。中学１
However, he added that even if it needs to be changed, it would not be too late to wait until we年生の感想だ。
read the existing Constitution once again and understand its values. The idea is insight
貴重な実践だと思う。憲法とはなにか、政界の改憲論者でさ
え正しく理解しているかどうか。憲法とふつうの法律は違う。憲
法とは変な法律や横暴な権力の見張り役なのだという基本す
ら、共有されていない。
「私自身は憲法を変えるなというつもりはありません」と今井
さん。ただ変えるにしてもいまの憲法をもう一度読み、その価
値を理解してからでも遅くはない、と。卓見だ。

予定表

3/29(土)14:00～16:00 お別れ会＆イースターパーティー
WinBe桑名中央校は3月29日(土)を持ちまして、閉校させていただ
きます。
通常レッスンは3/28(金)が最終レッスン日です。
これまでお通いいただきまして、本当にありがとうございました。
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