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２０１４ 保護者総会 ３年計画最終年
『効率的一斉授業＋自立型個別指導
の相乗効果を実現する!! 』
３/22（土）23（日） 10:00～12:00
育誠学館１Ｆ（アースルーム）
学校の勉強が解るようになるには、授業を活かすやり方を体得する
ことがスタートです。もし保護者の皆さんがその理論を理解するなら、
子供さんには大きなアドバンテージになります。良い習慣が定着する
ように、毎週指導するのは教育サービス業者の使命です

高等部

数英センター試験対策解説授業！＋個別サポート!!
～オンライン予備校“受験サプリ”等の活用～

中学部

ポイント制度の拡充！!
遅刻ゼロ・学校ﾃｽﾄ平均点以下ゼロを目指します

小学部

・大好評！Emmanuel 先生の実践英会話

3 月号
Mar.
“子どものエネルギーは底なし”という
言葉をふと思い出しました。
「やってみた
い！」と思ったら無心になってそれに集
中しますね。例えば、好きな宇宙につい
て調べたり考えたり…「なぜ？」
「どうし
て??」とどんどん入り込んでいく。その
好きなことが目先の勉強に直結しない
時、大人はそれを引き留めるような行為
をしたくなるようなことはありませか。
エマニエル先生のアドバンス授業では
「日常の生活を１０の英文で表現しよ
う。」という宿題が出されました。生徒達
は、日本文を考え・単語を調べ・文章化
することに時間を忘れて、生き生きと取
り組んでいました。子供たちの自ら湧き
出るエネルギーを大切に受けとめ、より
良い方向に共に向かえる大人でありたい
と改めて感じた２月末日でした。（館長）

火・水曜日

・一九一九＆岩波ﾒｿｯﾄﾞ ゴースト暗算で楽しく計算！

特別企画

5.3～5

From

Nigeria

Skype を使った小学実践英語の担当の Emmanuel 先生
（ナイジェリア人）のが来塾されます。
京都小旅行・英語授業・Debate 等検討中です！……………
…………………………………………………………………………

※詳細等、是非 HP“育誠学館”で検索して下さい！

春季講習 3/20(木)～4/11(金)
英数理 18:40～21:30

新中３ 月・木
新中２ 火・金 （学館２F）
春季休業 3/12(水)〜18(火)

通雄先生のコメント

３/ 8（土）
４/12（土）
３/28（金）
３/31（月）
３/29（土）
３/22（土）

神戸市外国語大学イスパニア科

２M『乗法公式と…』
１M『式の計算』
６M『正負の数 C』
６M『文字式 C』
２E『受動態』
１E『過去形』

皆さん、いよいよ楽しい春休みの季節に
なりましたね！といっても、それは特に
僕たち大学生にとって、かもしれません
が 笑( )大学生の春休みは、大学にもよ
りますが、およそ一～一ヶ月半、長いと
ころでは二ヶ月もあります。これだけ長
い休みがあると、過ごし方はその人次第
で大きく変わりますよね。旅行に行くも
よし、本をたくさん読むもよし、ボラン
ティア活動に参加し てみるの もよいか
もしれません。実はこういう長い休みを
有効に使えるかどうか、というのは、今
のみなさんの年代に 決まって しまうの
です。というのも、有効に使える人は、
なに か目標や やりたいこ とをしっ かり
と持っている人。大学入学をゴールだと
思っている人は、大学に入ってからの時
間を持て余す人にな ってしま いがちで
す。皆さんは今目標、夢、好きなことは
あ り ま す か ？ そ れ を ず っ と 大切 に し て
下さい。そうすれば自ずと大学に入って
も、やることは自分 で見つか るはずで
す。

達成テスト

学インド到着の大輝先生と Skype （3/1）

（注意）お迎えご苦労様です！
・出口すぐ前は、安全の為駐車しないで下さい
・エンジンを切ってお待ち下さい
・停車・発車時のエンジン音へのご配慮もお願いします

いくせい塾すぐ前（西）の道は通学路につき pm1:00～4:00 は車での通行禁止ゾーンになっています。お気をつけ下さい！
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保護者総会のお知らせ

【日

程】

3/22（土）・23（日）10:00～11:40

【場

所】

育誠学館１Ｆ（アースルーム）

１． オーナー講演『いくせい塾が目指す理想の塾像』

永井 寿

[10:00]

内科医師：糖尿病・生活習慣病外来、透析

２．スタッフ紹介
津山大輝
坪田通雄
中武真歩
小松原悠

[10:25]

(神戸学院大学院修士
(神戸市外国語大学ｲｽﾊﾟﾆｱ語科
(武庫川女子大学文学部
(関西学院大学総合政策学部

２回生 東播磨高校卒)
4 回生 東播磨高校卒)
2 回生 加古川南高校卒)
1 回生 東播磨高校卒)

３．システム説明
①
②
③
④
⑤

事務長 神吉里恵

[10:35]

教材 PPT アニメーションによる解説の工夫
BD 教材の活用
達成テスト、テスト調べのスキルアップトレーニング
中学部コース分けの基準
ポイント制度の拡充

４．ブレイクタイム

[10:55]

① フォトライブラリー
② 筑波大学研修報告 ＆ 筑波大学留学生との sky

５．システム活用

館長 清水浩子

① 成績が UP している事例
Case１ 苦手科目（数学）で９０点獲得した事例
Case２ 勉強法を修得し学習意欲が増した事例
② 学力養成フローチャート
③ 兵庫県公立高校入試問題分析
④ 学年末対策システム
⑤ 学力アップ memo カウンセリング
⑥ 学館２F スカイルームの活用

※オーナー講演は、土曜日は外来勤務のため録画放映となります

中２生
中３生

[11:05]

春季 三者面談のお知らせ
［期
［会
［時
［内

［予

間］
場］
間］
容］

３/24 （月）～31（月） 〔時間帯 14:00～18:00〕
育誠学館２F （Sky room）
２５分
① 保護者総会に関しての質問
（10 分）
② 前学期の学校成績と塾内学習状況の確認
（10 分）
③ 次学期の目標設定
（5 分）
約］ いくせい新聞返信用フォームより、メールでお願いします
※原則として、徒歩・自転車でお越し下さい
ご遠方の方は、駐車スペース確保のため事前予約をして下さい

ポイント制度の拡充！

（1point 1 円換算）

4 月より、ポイント加算が大幅拡充されます！
① 無遅刻出席
② 確認テスト 80 点以上
③ 達成 B テスト合格

25ｐ/回
25ｐ/回
500ｐ/回

遅刻・早退日は
加算されません
（０ｐ）

※すべてクリアで年間 15000ｐ程度が付与されます
①
②
③
④

現在のポイントは、毎月第１月曜日にメールで送信します
貯まったポイントは、講習費にのみ充当できます
講習費用以上に貯まった段階で、講習費は無料化します
ポイントは換金できません

達成テスト、テスト対策無断欠席者への対応
学力を上げる業務を掲げる塾として、譲れないルールがあります。
いくせい塾の指導法の２大柱

① 達成テスト
② 前回学校テスト平均点以下教科対象の対策授業

です。

これを受けないで成績を上げることは困難ですし、塾の存在意義がなくなります。
前回の学年末テスト対策で、３学期実力テストで平均点以下の塾生のうち２名が受講しませんでした
（平均点以上が、ほぼ全員受講）。全くもって逆の活用です。
【対 応】
いくせい塾で効果を上げて頂くため、春の三者面談で館長より説明をさせて頂きます。
納得して活用して頂けるなら、来学期も是非いくせい塾で研鑽して頂きたいと考えます。納得されな
いか、次回の義務対策授業に連続参加されなかった場合は、誠に遺憾ながら休塾をお勧めさせて頂くこ
とになりますことをご了承ください。

（いくせい塾

事務局）

遅刻“ゼロ”を目指す
５分前にスタンバイしている塾生、５分ぐらい構わないと思っている生徒
車から駆け足で教室に向かう塾生、遅れているのにダラダラくる生徒
将来受験の合格率の可能性は、統計的には前者が高くなります。
理論的には入学試験自体が時間内でどれだけ得点を取るかという勝負なので、計画性が最大
の勝利の方程式になります。遅刻をゼロにするのは誰のためかは明白ですね。
遠方からいくせい塾に通われている保護者の方は大変と理解しております。夏時間に親御さ
んが学校近所に待機して、塾生は車の中でおにぎりとお茶を詰め込んで、遅刻しないようにさ
れている努力は感激です。上記のポイント制度は、そのような方々へのいくせい塾からのプレ
ゼントになれば幸いです。
また、遅刻を甘く考えている入塾希望者の方は、最初に断わるように指示しております。
遅刻者のために同じ指示を繰り返さなければならないことが多く、指導の質が低下します。
もちろん、事情があり、事前連絡をされる場合には対応いたします。
（オーナー

永井）

詰め込み教育の弊害
池上さんの番組で、詰め込み教育の結果として、その体制に合わなかった生徒たちが校内暴
力を起こした可能性があったと表現していました。その反省の元で“ゆとり教育”が導入され
ました。
その後、日本の学力は、世界の中で低下の一途を歩んでいます。振り子のように、今度は“脱
ゆとり”のスローガンのもとで、橋下市長などは改革を進めようとしています。保護者の皆様
方はどのようにお考えになられますか。
再び落ちこぼれた子供達は、体制を破壊することで、少数派の自分達を救おうとする行動を
起こすでしょうか？ 世界的には解決にならない行為であることは明白ですが、フラストレー
ションは安易な形で表現されるものです。
いくせいは、一見橋下市長寄りに見られているのではないでしょうか。私としては No です。
落ちこぼれ意識を持たせて追いつめる考えなど経営上マイナスです。生徒の能力開発を進め
て、自由な時間を創造することに価値を考えています。
すべきことが多くあるように見える中学生生活で、やるべきこと、やるべきタイミングを知
り、能率的に学習することで、時間を短縮するテクニックを教えようとしています。
時間を余らして、更にレベルの高い実践問題に取り組んでくれると、その生徒の成績が上位
になり、塾の宣伝にもなりますからありがたい側面はあります。しかし、強制はできようもあ
りません。生徒の自由ですので、スポーツに情熱を傾けるのもよし、趣味に没頭するのもよし、
居眠りでのんびりリラックスするのもよしです。
保護者の皆様は、価値観において最大の影響力がある家族ですから、余った時間の使い道の
アドバイスをしてあげることが大切と考えます。
（オーナー 永井）

いくせい塾が目指す理想の塾像とは…
保護者の皆さんの理解と、ある程度の協力・努力があれば本年度にも実現可能と考えてます。
理想は実現するためにあります。抵抗感も少なからず存在すると思いますが、皆様方のご子息
のため、本年度も私の経験・知識・知恵を塾に注入・継続していく所存です。
まず始めに保護者の皆さんに考えて頂きたい事例を提示します。私が勤務する２つのクリニ
ックについての話です。その２つは対照的です。一つはトップダウンで拡張路線を目指して病
院の新築を進めています。もう一つは、トップからの指示はなく変化を嫌がるスタッフが大勢
を占めています。ちなみに給料は後者の方が断然多いです。両クリニックより勤務時間の増加
を求められました。悩みましたが結局は給与の安い方、というよりストレスの少ない前者を選
択しました。患者さんへの良い行いが実現しない組織は、人材の入れ替わりが多いです。仕事
以外の問題でトラブルが起こることも多くなります。
職場は、その目的のために人々が同方向を向くときに充実感ややりがいが生まれます。
塾においても同様です。勉強のことで一緒に考え悩むことは、充実感ややりがいにつながる
可能性は高いです。しかし、生活指導に手間を取るような現場では優秀なスタッフは確保しに
くいし定着期間も短い傾向にあります。
まずは、勉強のしやすい環境を、更に整備実現していかなければなりません。
塾生の学習意欲を増す環境の下で、自前で学生スタッフを育成していく覚悟が必要です。
小さいことから大きなことまで、気の付くことはできるだけ改善していく所存です。
大きいことでは、筑波大の宝の山、留学生人材をいかにいくせい塾に活かすかです。
塾の指導は、頭が良いだけではダメです。生徒が嫌いにならない先生が必要です。兵庫教育
大生の皆さんに期待をしてお願いした期間がありましたが、残念ながら…でした。Ikusei-ism
は“高尚”なのでしょうか？ あきらめずに探していると筑波大学生に頭は抜群に良く、人柄
も素晴らしい留学生が高確率でいること辿り着きました。スカイプという媒体が使えるように
なった時代だからこその実現です。現在、ナイジェリアの先生は３人目です。特にエマニエル
先生の評価は群を抜いています。目的を持って国費で来られている先生の夢は簡単には崩れな
いものがあります。その情熱は、塾生たちに夢と希望の大切さを伝えてくれているようです。
中学生準備コース生よりは、中学生になってもエマニエル先生の英会話コースを継続して欲し
いという要望を聞いております。月謝に反映することなく、塾の持ち出しでやってみることを
清水館長に指示しました。（良いことは実践する！）
ただし、タダほど高いものはありません。参加者は教室の管理を自分たちでしてもらいます。
自立して目的のある塾生のみ参加は許可します。そのような姿勢での参加がエマニエル先生へ
の礼儀でもあります。数年後に、参加者が流暢な発音で英語をしゃべっている姿が実現してい
るでしょう。
次に小さいことですが、タブレットのパスワード変更などのイタズラが二度と起きないよう
に塾生の使用するタブレットを固定するシステムを導入します。
（優良企業の効率化の考え方の
導入）また、スリッパの型崩れを改善したいと考えています。不特定多数が使用することから
足にフィットしづらく、歩いているとすぐに脱げてしまい集中を欠くことがあります。改善策
として、１つのスリッパの使用人数を限定して学年１名で４名までとします。
（足のサイズを確
認）。こうすれば劣化も同等に近づき同じタイミングで買い替えとなります。
（オーナー 永井）

Shimizu 館長の 現場の声
中３

公立一般入試１週間前より

受験校も決まり、あとは「当日の発揮力を、いかに自身の最高に近づけるか」を最大のテーマとしている
時期です。ソチオリンピックよりも、色々学ぶことがありました。体力・気力・精神の安定をいかに整える
か？自身の目的心とｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ力に加え、周囲の暖かい励ましや応援も大きく影響します。その辺りのﾊﾞﾗﾝｽ
も駆使しながら最後まで「絶対に第一志望校合格！」
「最後の１点にまでこだわる強い気持ち！」を信じてス
タッフ一同全力でサポートさせて頂きます。入試当日のお弁当は、消化のよい良質タンパク質＋糖分が脳に
良いようです。愛情たっぷり、お弁当は軽目が良さそうです。
これから受験を迎える方へ、２つアドバイスさせて頂きます。１つ目は、内申点です。高校受験は、内申
点と入試当日の得点合計で競うわけですから、内申が高いに越したことはありません。余裕を持って受験に
臨むのとギリギリで不安を抱きながら…とではどうでしょうか。つまり、
“中３最初から２学期末までの実技
を含む９教科の通知表の点数がものを言う”ことは充分に理解して頂きたい項目です。２つ目は、正しい情
報収集力です。学校任せ・塾任せでは不利になることがあります。受験制度も毎年変更になりますし、受験
方法は多様化しています。県の教育委員会高校入試の HP を見られたり、直接電話で問い合わされたりする
と、お子様の状況に応じた正しい情報を得られる可能性が高くなります。親切に対応して下さいますので活
用して下さい。大学受験になりますと本当に正しい情報収集力が問われるようになります。

中２

学年末テスト対策より

テスト対策への参加率が高く、いくせい塾への信用・信頼＆やる気の向上を感じています。結果はともあ
れ、それぞれにテスト調べを頑張ったことは確かです。結果につながった人もあれば、そうでない人もある
と思います。いずれにしても頑張った後の反省こそ、次につながります。何がよかったのか？まだできると
したら何をやっておくべくだったか？
今後につながると思います。

保護者の皆様におかれましては水面下の成長も認めてあげることが

結局は日頃の学習が大切！信じてやり続けることが大切!!

ギリギリで焦ら

ないように、予習・復習の仕方・計画的な受験教材の活用等、普段から準備することの大切さを、を学力ア
ップメモに基づき、学年末テスト答案と向き合いながら話し合い、実践する３月をサポートさせて頂きます。

中１

学年末テスト対策より

達成テスト・確認テスト・過去良問からの出題頻度がとても高かったと思います。５教科とも８０％以上
をクリアーしています。いくせい塾の対策でやった問題の正解率は、いかがでしたでしょうか？やったのに
正解していない問題があれば、その問題を掘り下げて原因と対策を話し合いたいと考えています。２年生は
中だるみの学年と言われ、学力も中だるみになるケースがあります。そうならないように、いくせい塾のシ
ステムの活かし方を 1 年間の経験をもとに一緒に考え発展につなげる機会にしようと考えています。

新中１

『正負の数』達成テストより

2/10 に始めての達成テストを体験され、その後の学習姿勢に少し変化が見られます。日ごろの復習の習
慣付けや学習量の増加の大切さに気付かれたようです。また、早く 100 点合格した人をうらやましく思い、
負けん気よりの競争心が表面化しています。次は、「勝ちたい」「早く合格したい」という気持ちから授業の
集中度が UP したり家庭学習量が増加したりしています。まずはそこからですが、今後のテーマとして自ら
の人生を自己責任として捉えられる概念を養成していくことが必要だと感じています。
中学の勉強を先取りし 5 月以降のアドバンテージをつくることにより、学習への自信獲得とモチベーショ
ン UP を目的とした授業を心がけています。いくせい流を１日も早く浸透いて頂くために、ルール・マナー
はもちろん、BD の使い方、自主的な考え方、計画的な学習姿勢などを徐々に伝えている段階です。

Kanki 事務長の 新作教材
中１数学

『平面空間図形』B 確認テスト

スライドショーでできるアニメーション的効果を使うことを試してみました
作図問題での解説では、ブロック単位で解説を作成・解答はコンパスを使う手順が分かるように工夫して
います。その分作成したスライドは 1 問につき 6～27 枚と増加しています。学館の大画面でスライドショ
ーを実施することで、途中の作図方法がより分かりやすくなるのではないかと考えます
学年末テスト対策に、作図を集めたトレーニングとして利用するように考えました。基本の作図方法をど
のように組み合わせるかが重要になる応用問題では、ブロック単位として作図方法の組合せを示してから、
具体的な解答方法の手順を示してみました。頭から同列単位で考えるのではなく、段階・レベルで分類する
ことのトレーニングになることを意図しています。

中 3 数学

『乗法公式と因数分解』授業ノート・確認テスト

3 年生最初で学習するこの単元は、公式を使いこなすことができれば高得点を狙える単元です。1 学期中
間テストで自信を持てるようにポイントを考えています。因数分解のポイントは、公式の使い分けを見分け
る方法を図解で説明する形をとっています。授業・BD でより理解しやすくできるように試行錯誤していま
す。テストで素早く公式を見分けるためにも、ワーク等での練習をお勧めします。
確認テストでは、授業で学習した事の再確認になります。解説は授業ノートをさらに簡潔にまとめるよう
工夫しました。また、一部の B 問題では別解パターンのスライドを挟むことで、2 通りの解答方法を示して
います。基本の考え方をベースにした解答と、パターン問題として暗記しておくと素早く解答できる方法と
に分けています。テストではどちらの方法で解いても正解であれば OK です。
パターン別の解答法は忘れやすいものですので、理論を押さえた上で覚えるようにしてもらいたいです。
達成テスト前のスクリーニングでは、1 問の時間を短縮し、リズムよくできるように時間配分を考えました。

不登校児の漢方治療

－小建中湯―

友人関係やいじめや部活への不適応などで、不登校になっている生徒が毎年一定の割合で存在しています。
社会的な問題を医学的に診ますと、不適応という捉え方（心理的誘因）のストレスから、脳が何らかの反応
をしていることから始まります。症状として、頭痛・立ちくらみ・朝起き不良などが起こります。これには、
自律神経機能異常が原因のことが多いと捉えられています。
中２理科で勉強したように、中枢神経である脳から末梢神経である自律神経を介して、臓器や運動器の機
能障害を発現することになります。自律神経は交感・副交感という逆の指令を伝達する神経に分けられます
が、睡眠時は副交感神経が優位、起床後１時間よりは交感神経が優位になるのが正常ですが、その１日 24
時間のバランスに変調を来す様になります。
このような状況に置かれてしまった病人の健常人への戻り方には何通りもあるでしょう。漢方医師として
のサポートとしては“小建中湯”があります。
ちなみに、大人の気鬱、例えば喉が詰まった感じ（咽喉頭部違和感：梅干しの種が引っかかった感じ）で
息が何となくし難い症状のときは、“半夏厚朴湯”は有効な時があります。逆流性食道炎の 30％にも同様
の症状があります。成分であるポリサッカリドが脳のセロトニンやドーパミンを増やし、咽頭の末梢神経を
賦活する？と書いた文献を読んだことがあります。
（オーナー 永井 内科医師）

Event

3/24（月）12:00～14:00
【Program】 ①
②
③
④

学館１F（アースルーム）

カナダトロント在住、ミッキー＆ジョーとスカイプ
日本の大学受験を目指しているネパール人青年とマウリックさんも参加します
料理好きの人は、館長と一緒にクリームシチューを作りましょう
ケーキタイムにいくせい塾での思い出の写真をスライドショーで流し続けます

Film
育誠学館の設備を有効に活用するアイデアとして、250 インチの大画面と 5.1 サラウンド音響システム
を、塾生だけでなく保護者の皆様にも楽しんでもらえる企画です。5.1 サラウンドはご存知の方も多い
と思いますが、立体的な音の聞こえ方がしますので、目をつぶればその状況にいると勘違いするぐらい
です。ちょっとしたパーソナルシアターで、テスト明けのひと時に楽しんでもらえるかも知れません

Part 1

『余命 1 か月の花嫁』

3 月 13 日（木）PM 7:10～9:20 (129 分)

主人公である長島千恵は 24 歳ながら 2007 年（平成 19 年）4 月にすでに末期の乳がんに冒されていた。
宣告された余命は 1 ヶ月。しかし「がんと闘う自分の思いを同世代の人たちに伝えたい」と取材に応じてくれた。
彼女の最大の夢は「ウエディングドレスを着ること」であった。千恵の夢を叶えるため、彼女の恋人・赤須太郎と
の模擬結婚式を友人たちが計画し、同年 4 月 5 日に籍は入れずに結婚式を挙げる。
そして模擬結婚式から 1 ヵ月後の 5 月 6 日に彼女は亡くなった

Part 2

『ナショナルトレジャー』

学年末テスト明け企画

4 月 12 日（土）PM 7:10～9:25 (131 分)

歴史学者であり冒険家のベン・ゲイツは、テンプル騎士団の秘宝の秘密を受け継ぐ一族の末裔。祖父に、秘宝
は当時のフリーメイソンらによってイギリスの手に渡らないようにアメリカ建国時に封印されたと聞かされて育
ったベンは、大人になってから富豪の冒険家イアン・ハウからトレジャーハントの出資を受ける。ある時、ハント
の過程で彼は海泡石のパイプを発見し、「アメリカ独立宣言書」にその秘密が隠されていることを突き止める。イ
アンは宣言書の窃盗を提案したが、ベンが堅く拒んだため、以後二人は対立する。ベンは宣言書が保管されている
国立公文書館のチェイス博士や FBI にイアンの危険性を警告するが相手にされなかったので、やむを得ず、宣言書
を「保護」するために先手を打って自ら盗み出すことを決意した

最大 17 席

実力テスト明け企画

保護者の皆様へは好きなティーカップで飲めるコーヒー（セルフサービス）を準備しております

*神吉中学エリアの方は、自転車または送迎でお越し下さい
*神吉中学エリア以外の方で駐車場を予約される方は、メールでお申込み下さい
*日程は、必要に応じて変更する場合があります。メールにて連絡させて頂きます
*定員＋3 名で締切とします。今回視聴できない場合は、次回の企画で優先致します

Daiki 先生の インド研修
【日 程】

3/2 (日)～13 (金)

【目 的】

大学院の研究テーマである、英国植民地化のインドについての文化受容のため
マドラス管区時代の鉄道植民地に勤めていた人にインタビューを行い調査します。

【スカイプ】 ① 3/3 17:00～１7:30

② 3/7 20:00～20:30

予定

インドより育誠学館にスカイプで報告します
インドは日本からシンガポールを経由して、約 10 時間かかります。イギリスの元植民地で非常に有
名であります。欧米との歴史は古く、さかのぼると大航海時代において、香辛料獲得のためにバスコ＝
ダ＝ガマの来航やポルトガル・スペイン・オランダ・フランスによる攻撃を受け、後に 18 世紀ごろか
らイギリス東インド会社の支配を受け、1867 年にイギリスの直轄植民地となり、1946 年独立します。
標準語は英語で、インド英語として独自に発展を遂げていますがヒンドゥー語も話されています。時差
は約 3 時間半で、BRICｓの 1 国を担い、中国に次ぐ 12 億人規模の人口を誇り、年々増加傾向にあり
ます。
今回は、院の研究調査のために向かうこととなり、初海外がこの場所であるというのは皆さんに驚かれ
ましたが、良い機会となりました。行く場所もインドでは南インドにあたり、3000 年前から続くカ
ースト制が全インドよりも色濃く残る地域になります。食事形態も手の食文化であり、独自の文化で成
り立っています。少し、スカイプで現地から状況をお伝えする模様です。異文化を理解する上において、
少し事前に説明もしております。現在の日本の最高気温が向こうの最低気温になる非常に暑い国ではあ
りますが体調を崩さずじっくり研究してこようと思います

新着 BD 情報！
番号

T12-１

タイトル
シャレード
戦争と平和
いつも２人で
マーニー
横溝春雄
山海嘉之
100 分 de 幸福論
幸せの処方箋

W13-2

V0９-４

第1回

内容
1963．アメリカ

オードリー・ヘプバーン

1956．アメリカ

オードリー・ヘプバーン

1967．アメリカ

オードリー・ヘプバーン

1964．アメリカ

ヒッチコック監督

洋菓子職人
ロボット研究
幸福とお金の関係

幸せの処方箋 第 3 回
竹中半兵衛
学校はどう変わるのか
大接近！カムチャッカ火山群
インドネシア・奇跡の海
千利休

人はどのように精神的に立ち直るのか
ナンバー２力
世界の教育事情最前線

松尾芭蕉
上杉鷹山
芸者おもてなしパワー！
長州ファイブ
帝国憲法はこうして誕生した

17 文字で日本を変えた男
心の壁を打ち破れ！
もうひとつの幕末維新
スーパー留学生
明治・夢と希望と国家ビジョン

洋菓子職人
天下統一の陰で

番組

プレミアムシネマ

時間
115
213
114
130

プロフェッショナル

50

100 分で名著

100

白熱教室

55

プロフェッショナル

25
24
10
50

BS 歴史館

60

※保護者の方で視聴されたい方は、貸し出すことが可能です（期限１週間）

Event

3/30（日） 宝殿駅

AM8:00 集合/18:00 解散

事前説明会 3/18(火) 18:00～18:50
※安全かつ自主性を更に引き出すため
歴史学習やマナーについて説明します

宝殿

8:14

【ｸﾞﾙｰﾌﾟ分け】 現在 11 名参加予定となっております
抽選がしにくい状況の中、引率安全上のため３グループ（各４名）
に分けることで対応します
（Group1：大輝先生）
乗り物大好きな優しい大輝先生が今回の企画者です。
鉄道の説明だけでなく歴史の話もしてくれます。
（Group２：ラムさん）
日本語は日常会話は問題ありません。
ネパールでツアーコンダクターの業種に従事していただけに英語も
流暢です。外国人に偏見を持たない教育には良い機会になります。
（Group３：長谷川さん）
バックパッカーとして一人旅の経験豊富な介護士の長谷川さんは、
大学時代はジュニアリーダーや青少年活動をしていました。
甘やかさず自分でできることは自分でできるように説明し見守るの
がポリシーです

⇕
加古川(新快速)

8:20

⇕
大阪(大阪環状線)

9:19

⇕
新今宮(南海電車)

9:38

⇕
10:26

極楽橋(ﾛｰﾌﾟｳｴｰ)

⇕
高野山(バス)

⇕
金剛峯寺(世界遺産)

Event
京都小旅行・英語授業・Debate 等企画中
英語を使える力を養うことが目的です ５/3（土）〜5 （月）
I really want to visit Hyogo prefecture and to
spend nice time together with our students.
Emmanuel Chekwube OSSAI 先生

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ出身、30 歳

母国語は英語

ﾅｲｼﾞｪﾘｱの大学卒業後、北海道大学大学院生命科学院生命科学専攻修士取得、現在、国立筑波大学
で生命・環境科学を研究されています。将来は、日本の大学教授を目指していらっしゃる紳士です
熱意の奥にある穏やかな笑顔と解りやすい英語が、子供達に大好評です

お友達をご紹介下さい！
感謝の気持ちをこめて、ポイントを進呈させて下さい
キャンペーン中は入会金が無料。紹介されたご家庭もお得です
※ポイントは講習費に充当されます

ポイント加算
入塾説明終了後

500 ポイント

体験終了後

更に 500 ポイント

入塾後

更に 4000 ポイント

