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リムの自宅から眺めた夕日です。 

ごあいさつ 

平素より大変お世話になっております。 

５月４日まで国のコロナ対策で、生徒の自宅へ行くこ

とができなくなるため、オンライン授業にさせていただい

ております。４月新開講の大人英会話コースも延期になり

ました。 

大変な時期まだ続いていますので、皆様しっかりと手

をあらって、必要ではない場合ご自宅を出かけないように

してください。皆様とご家族のご健康をお祈り申し上げま

す。早くコロナウィルスが収まるように願っております。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

リム・シーウェイ 
 
 

 
 

受験コース 
オンライン授業になる 

中学校入試受験 

英語、英作文、英面接 

高校入試受験 

英語対策 

大学入試受験 

英語対策 

英検コース 
オンライン授業になる 

英検１級 

一次試験、二次試験、CBT 

英検準１級 

一次試験、二次試験、CBT 

英検 2 級 

一次試験、二次試験、CBT 

英語能力試験コース 
オンライン授業になる 

TOEFL 対策 

TOEFL Junior 対策 

SAT 対策 

IELTS 対策 

TOEIC 対策 

日本人学校コース 
オンライン授業になる 

日本人中学校英語 

（日本語で指導） 

日本人小中学校算数・数学 

（日本語で指導） 

グロバールクラス英数理 

（日本語で指導） 

インター校コース 
オンライン授業になる 

インター校英語 

（英語か日本語で指導） 

インター校算数・数学 

（英語か日本語で指導） 

インター校中国語 

（英語か日本語で指導） 

現地校コース 
オンライン授業になる 

現地校英語 

小中高対策可能 

現地校算数・数学 

小中高対策可能 

 

早稲田渋谷シンガポール 

高校コース NEW! 

早稲渋高英語 

（英語か日本語で指導） 

早稲渋高英会話 

（英語か日本語で指導） 

早稲渋高数学 

（英語か日本語で指導） 

大人英会話 

文化交流コース 開始延期 

レベル１ レベル２ レベル３ 

シンガポール住んでいない

方を対象するコース 

通信添削 通信面接 スカイプ授業 

その他 皆様の要求に従って計画することもできます。 



オンライン授業の舞台裏の様子 

 仕事場の中、必要な機械が置い

てあります。プリンターや、スキ

ャナー、シュレッダー、ラミネー

ター、扇風機、そして、パソコン

ももちろんあります。それらが教

材を作る時、とても便利なもので

す。 

 オンライン授業を行う時、２つ

のカメラを使います。パソコンの

カメラは私の顔を映し、もう一つ

のカメラは机の紙を映します。  

 席の左に、大きなスケジュール

ボードが置いて、そこに毎月の授

業の予約を書きます。そして、左

にも後ろにもたくさんの教材があ

ります。学生時代で使ったものか

ら教えながらいいと思って買った

ものまで、教科書や参考書のコレ

クションです。 

 オンライン授業の準備は普段の

授業より大変ですが、コロナウィ

ルスが収まるまで、そういう形で

対応致します。 

↑オンライン授業をする時の様子 

 

 ４月７日からコロナウィルスの

対策として、全ての授業がオンラ

インに切り替えました。授業は自

宅のリビングでやります。今回の

記事でオンライン授業の舞台裏を

紹介致します。 

 私は現在親と一緒に住んでいま

す。実家はシンガポールの国営住

宅（HDB）の３ルームアパートで

す。普通の３ルームは、日本の２

DK のようですが、私の家は角にあ

るので、日本の２LDK と同じよう

に広いリビングがついています。

そこは私の仕事場となります。 

５月 通常授業スケジュール 
 

自分の番号が分からない方や、空いている時間が知りたい方々は、メールでお問い合わせください。 

*隔週 

 月 火 水 木 金 土 日 

① 
0930－1100 <空> <空> <空> <空> <空> <空> <空> 

② 
1200－1330 <空> <空> <空> <空> <空> <空> JKS6027 

(River Valley) 

③ 
1430－1600 <空> <空> <空> <空> <空> 

JKS6020 
(Newton) 

<空> 

④ 
1730－1900  

T1S4038 
(Cairnhill) 

E2S4034 
(Somerset) 

EP1S5032 
E2S4032 
 (Katong) 

<空> T1K3024 
(West Coast) 

EP2S6036 
(Cairnhill) 

T1S2025 
JKS5025 

(Somerset)* 

<空> 

⑤ 
1930－2100 

JKS6007 
(Novena)* T2C3023 

(Marina Bay) 
HJLSE2 
(Kovan) 

T3C1008 
(Clarke Quay) 

T1K1028 
(West Coast) 

<空> <空> 

<空> 
 



リム先生について、よく聞かれる質問 

リム先生は 16 年の経験があるか

ら、実際現在何歳ですか？ 

➡ 私は今年 34 歳です。小学生の

時から先生の仕事を憧れて、いつ

かに先生になる夢を持っていまし

た。18 歳の時、高校卒業して、大

学費を稼ぐため家庭教師としてつ

とめました。自分が得意な数学を

教え始め、大学に通うことになっ

ても教え続けました。大学卒業し

てから、インター校や私立大学、

日系塾で経験を積んで現在のとこ

ろに歩んできました。 

 

リム先生はなぜ日本語ができます

か？ 

➡ 高校時代の時体育の授業でテ

ニスを習ったあとで、テニスが好

きになりました。その時あるアニ

メ「テニスの王子様」がシンガポ

ールで放送されました。学校生活

が忙しいから見る余裕がなかった

けど、名前を覚えて、やっと大学

の時見ました。一番最初気になっ

たフレーズは、アニメが始まる前

に出てきた「このあとすぐ」で

す。 

 その時韓国語もう学び始めた私

が、自分の興味を応えるため、ア

ニメを見ながら独学し始めて、そ

して、数か月後大学の日本語クラ

スに入りました。大学を卒業して

も約２年間夜行学校で学び続けま

した。2012 年から２年間日本で仕

事をして、ビジネス日本語を習い

始めました。シンガポールに戻っ

てから約４年間独学して、ようや

く 2018 年 12 月に日本語能力検定

１級を取りました。 

 今でも日々勉強しています。お

かしいところがあれば、いつでも

指摘してくださいね。 

リム先生は教えたことがある最年

少と最年長の生徒は何歳ですか？ 

➡ 今まで教えたことがある最年

少の生徒は小１です。日本で小学

校で勤めた時小１の英語授業があ

り、そして、2018 年に英検準１級

のクラスにも小１の子がいまし

た。 

 最年長の生徒は 2012 年～2014

年の間で教えた町民英会話教室

で、その時 88 歳の名誉教授・作家

村上貢先生でした。何歳になって

も、勉強を続けることがすごいで

す。 

リム先生はなぜ日本が好きですか? 

➡ 日本人が優しくて、文化も面

白いですから。日本人の子どもも

ほとんど真面目で、教えやすいで

す。 

 以前中国人の生徒に教えた経験

がありました。それらの子に比べ

て、日本人の規律がよくて、親が

持っている教育信念も自分のと近

いので、子どものことについて相

談しやすいです。 

 そして、日本にもたくさんの友

達や生徒がいますから。 

 



 


