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＊夏期講習について＊

℡ 0587-33-0777

多くの家庭からご相談を承っておりますが、すべての学年において、今年度も夏期講習を実施いたし

6 月のスケジュール
月曜日
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ます。ただし、各小中学校の夏休みの日程を踏まえ、現在時間割を調整中です。正式発表まで、もうし
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ばらくお待ちください。来週には M-net にて概要をお知らせいたしますので、M-net にてお手続きをお
願いします。
なお、お子様を通じて配付いたしました「合格への扉」の夏期講習概要は変更前のものです。ご了承
ください。
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先月５月にオンラインでの「教育検査」を実施いたしましたが、受検していただいた皆様ありがとう
ございました。さらに詳しい内容等を面談でお話しすることもできますので、面談をご希望の方は国府
宮校までご連絡ください。
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中学受験コースの保護者の皆様へ
＊保護者会について＊
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年間スケジュールにありました、6 月 28 日(日)の小６保護者会は動画配信となります。詳細は、Mnet を通じてご案内いたしますのでお待ちください。なお、小３・４・５年生については、年間スケジ
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ュールに記載がありますが、保護者会はございませんのでよろしくお願いします。

夏期講習の受講・名進研への入会をご検討されている皆様へ
＊夏期講習のお申込みについて＊

５
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夏期講習はどなたも受講していただけます。ご希望の方は、名進研のＨＰよりお手続きください。
詳細につきましては決まり次第ご案内いたします。ご相談などがございましたら、名進研国府宮校まで

※６/５(金)・１9(金)は教師の研修会のため、15 時半開校です。

国府宮校本科生の保護者の皆様へ
＊感染症対策に伴う６月の授業について＊

お気軽にご連絡ください。

＊小３ピグマクラスのオンライン体験授業のご案内＊
以下の日程で、小３ピグマクラスの体験授業をオンラインで実施します。申し込みは名進研ＨＰにて
承ります。
6/ 6(日)・6/13(日)

新型コロナウイルス感染予防のため、以下の通りといたします。ご確認ください。
●ピラミッド倶楽部の授業を６月より再開いたします。
●授業の座席はなるべく密にならないようにします。
●「テストゼミ」はターミナル校か自宅のどちらかを選択して受講いただけます。
●「トップレベル講座 EX」はターミナル校での授業か自宅での動画配信かいずれかを選択していただ
けます。
●「速読速解力講座」は校舎か自宅のどちらかで受講していただきます。
●自習室の利用はできません(チューターも在室しません)。なお、質問は、授業の前後で承ります。

両日とも

11：00～12：00／13:00～14:30

＊入会説明会・入会テストのご案内＊
説明会では、名進研の教育方針や指導方針についてご説明いたします。夏期講習の受講や今後の入会
をご検討の方は、ぜひご参加ください。また、お子様には入会テスト（小学生は「算・国」
、中学生は
「数・英」の 2 科目）を受験していただきます。
ピグマクラス

対象：小１～小３

※入会テストはございません

① 6 月 28 日(日) 15：00～16：30
中学受験コース

対象：小４～小６

① 6 月 20 日(土) 10：30～12：00

生徒のみなさんには、入室時の手指の消毒を促し、「ヘルスチェック表」の確認をします（体温が 37.5

③ 7 月 4 日(土) 10：30～12：00

度以上の場合は入室をお断りします）。引き続き、通塾前の検温とマスクの着用ご協力ください。なお、

高校受験コース

微熱等の体調不良のときには無理せず休ませてください。

① 6 月 27 日(土) 10：30～12：00

② 6 月 28 日(日) 13：00～14：30

対象：小５～中３
② 7 月 11 日(土) 10：30～12：00

中学受験コース本科生のみなさんへ
＊実力テスト・プレ中学入試について＊
6 月２８日（日）に、小学 6 年生は、第３回プレ中学入試が、小学４・５年生は、第３回実力テスト
があります。小学６年生は前回と同様に国府宮校で受験します。そして、プレ中学入試の範囲は全教科
「総合範囲」になります。さあ、前期最後のテストです。みなさん、全力で取り組みましょう。
小６

第３回プレ中学入試

日時

6/28(日)

小５・小４

9：00～12：35

会場

名進研国府宮校

第３回実力テスト

日時：６/2８(日)

小５→9：00～12：00

小４→13：30～16：10

会場：名進研国府宮校

高校受験コース本科生のみなさんへ
＊確認テストについて＊

千原のつぶやき
久しぶりのつぶやきです！ステイ・ホームが合言葉となったように、この GW は、家で何をして過
ごそうかという休みでした。部屋のそうじはよくあるパターンですが、それ以外でいうと、庭と畑の
手入れですかね。今まで、そういうものに興味がなく、妻などに任せていたし、庭や畑に何ができて
いるかを知らないまま 20 年以上を過ごしてきました。で、重い腰を上げていざ庭に出てみると、枯
れた草、生えた雑草、妻の趣味でベランダをつくった後の木材の残りやトタンの切れ端など、それは
ひどいものでした。また、庭には 10 年前からいろんな果物の木を植えたのが、成長して森みたいに
なっており、枝がそこら中に伸びっぱなしになっていました。それを切ったり、枝を運んだり、あるい
は草むしりなどをすると 1 週間かかりました。しかもこれが結構体力を使うので、学生のときに味
わった部活のあの疲れを感じ取ることができた、有意義な GW でした。
あとポンカン狩りやサクランボ狩りなども楽しかったですかね。次はびわ狩りかな。

高校受験コースの小学 5 年生は 6 月 27 日(土)、小学 6 年生は６月 25 日(木)と６月 27 日(土)に、

成瀬のちょっとためになる話

確認テストを受けてもらいます。今月の学習内容をしっかりと復習して、高得点を目指しましょう！

＊定期試験対策について＊

今回は、家にいることが多いので「家」という漢字についての話です。
「家」という漢字は上

6 月 10 日(水)～7 月 15 日(水)まで、1 学期の試験に向けてテスト対策授業を行います。通常授業

部の「うかんむり」と下部の「豕」からできています。
「うかんむり」は建物、特に先祖をまつ

とは持ち物が異なりますので、各教科の先生の指示にしたがってください。家庭では、まず、学校から

る神聖な建物を表し、「豕」は「イノシシやそれに似た動物」を表すそうです。ここでいう動物

出された課題を優先して取り組みましょう。先手必勝！！

とは生贄(いけにえ)としてささげられた犬のことです。特別な建物を建てる時には、その土地
の神をしずめるために生贄をうめていたそうです。ちょっと残酷ですね。漢字ができるころの

☆国府宮校の教師のコラム☆

昔は「犬」は人と近い存在で、その命はこの上なく尊いものだったそうです。だから神にお願
いするときは、人間にとって身近で神聖な犬が選ばれたのです。そしてその建物の近くに家族

～佐橋のとりとめのない話～
みなさん、いよいよ夏がやってきました！今年の夏も暑くなるそうです！コロナ対策と同様に
熱中症対策も万全にしていきましょう。
さて、街中では「7 月 1 日からレジ袋が有料になります」の文字をよく見かけると思います。
早いところはすでに有料化されていますね。この理由はみなさんご存じですか？プラスチックご

が住んでいたことから「家」という漢字が「いえ」や「住まい」という意味になったそうで
す。そんな古い時代から犬は人間にとって特別な存在だったなんて驚きですね。
これを機に一度、動物を飼っている人はその動物が自分にとってどれだけ身近な存在なのか
を考えてみてはどうでしょう。また、動物を飼っていない人も、家というのは神聖な場所だと
いうことを感じてありがたく感じてみてはどうでしょう。

みによる海洋汚染を抑えるなど理由は様々ありますが、大きな理由の１つが地球温暖化対策で
す。プラスチックを生産するときに、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を多く排出するそうで
井筒の「さいえんす」

す。その量を減らそうというのですね。
そういえば、日本ではこの冬、過去最高気温を記録し積雪が異常に少なく、多くのスキー場が

みなさんは休みの間はどのように過ごしていましたか？家にいる時間が長くなると、いつも

営業できなかったということがありました。オーストラリアでも日本の国土面積の 3 分の１に

よりテレビを見る機会が多くなりました。ニュース番組に限らずいろいろな番組で、新型コロ

相当する約 12 万平方メートルを焼失する大規模な火災が起こり、コアラなど十億匹の野生動物

ナウイルスの影響がありましたね。治療薬の開発、リモート技術の発達、新しいサービスな

が巻き添えとなりました。さらに、現在、東アフリカではバッタの大量発生により 2000 万人

ど、この数か月で技術や考え方が大きく変わっていると感じました。いろいろな番組を見てい

の人々が食料危機に直面しているそうです。これらの原因は、ダイポール現象というインド洋の

ましたが、興味深く思ったのが過去の病気の流行の歴史でした。今ほど医療が発達していなか

海水温の上昇によるものだそうです。日本の気候に影響をおよぼすものではエルニーニョ現象が

った頃の大変さや感染予防の歴史を知ると、昔の人たちは本当にすごいな、と思いました。過

有名ですが、いずれにしても、日本から遠く離れたところで起こった現象が日本の気候にも大き

去のことを振り返り、未来へつなげていくことの大切さを実感しました。いつか、コロナウイ

く影響をおよぼすという点でおどろくとともに、環境問題は世界規模で取り組まなければならな

ルスのためにこの技術が進歩した、医療が発達した、という日がくるかもしれませんね。

いのだということを痛感します。
中学受験コース 5 年生の社会の授業では、6 月から 7 月にかけて、「世界の国々」や「地球
環境問題」を学習していきます。教室で学習するだけでなく、身近に起きているさまざまな現象
についても、なぜ？どうして？と関心を寄せていく姿勢をもってもらいたいと思います。

コロナウイルスの影響は大きく、まだまだ気を抜くことはできません。しかし、今も医療や
科学の進歩は続いています。テレビや新聞などから、今しか経験できない、いろいろな変化を
感じてみてください。

