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2 月 8 日に行った受験生の卒業 

パーティーです。会場は The Mind Café で

す。皆さんは楽しかったです。 

ごあいさつ 

平素より大変お世話になっております。2 月にたくさんの卒

業生と別れていました。寂しいですが、また新しい出会いを楽し

みにしております。 

３月１６日から４月１７日まで、春期講習を実施致します。

4 月から大人英会話文化交流コースを開講致します。そして、今

年早稲田渋谷シンガポール高校対策コースも始めます。お興味が

ある方は、是非お友達をお誘いの上、ご参加ください。お待ちし

ております。 

最近コロナウィルスや、デング熱、インフルエンザが流行っ

ていますので、皆様お身体をお気をつけてください。しっかりと

手をあらって、体調不良の場合欠席連絡をお願い申し上げます。 

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 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 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 TOEFL 対策 

TOEFL Junior 対策 

SAT 対策 

IELTS 対策 

TOEIC 対策 

日本人学校コース 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 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 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 NEW! 

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。 





 



コロナウィルスで外で遊べない時、家でも楽しめるその七つ！ 

⑥ テレビニュースを見る 

 時間がある時、テレビを見たら

どうですか？でも、アニメではな

くて、なるべくニュースの番組を

見た方がいいです。英語のニュー

スは、Channelnewsasia がおす

すめです。ニュースを見て、知識

も増えるし、正しい言語の使い方

も学べますから、とても価値があ

る活動です。 

 

⑦ 家族と楽しい活動をする 

 兄弟や親が暇な時、一緒に人生

ゲームや将棋などのボードゲーム

をやればいいですね。そして、外

食ができなくても、簡単に食べ物

を注文してデリバリーをしてくれ

ますから、家族と一緒に美味しく

食べたらいいです。そういう時間

で家族との絆を深めましょう。 

 

 いかがでしょうか？家でできる

ことはいっぱいありますから、い

ろいろ試しましょう。携帯やパソ

コン、ゲームはあまり利益がない

ものですから、それらにずっとハ

マっているのは良くないですよ。 
 

 

 
↑以前日本で神社を写生しました。 

 今流行っているコロナウィルス

は結構恐ろしい病気ですね。中国

では、８万人近くがコロナウィル

スにかかれて、３千人位が死亡し

ました。シンガポールでは、政府

の厳しい管理のおかげで、今まで

コロナウィルスにかかれた人は、

約６００人だけです。 

 コロナウィルスにかからないよ

うに、できる限り①せっけんで手

を細目に洗って、②咳やくしゃみ

をする時ティッシュで口を覆っ

て、③肉や卵の料理をしっかり熱

を通して、④風邪のような症状が

ある人を避けて、⑤野生動物を直

接接触しないように、と言われて

います。 

 以上のことができる一番簡単な

方法は、必要がない時に家を出か

けないことです。そうしたら、家

族も安心しますね。 

 でも、家で何をするでしょう

か？どうやって家にいても楽しめ

るでしょうか？今回楽しめる方法

を七つ紹介します。 

 

① 家族を手伝う 

 家にいる時、時々親を手伝った

らどうですか？掃除や物運びなど

の簡単な作業をやってあげて、親

は必ず大喜びになりますよ。 

② 読書をする 

 家にいる時間を使って、本の中

を旅したらどうですか？図書館へ

行って何冊の本を借りて、家で読

んでください。読書を楽しみなが

ら、英語力や日本語力も上がりま

すから、おすすめです。 

 

③ 時刻表を作って勉強を頑張る 

 家にいる時間が増えたことで、

時刻表を作って、毎日何をするか

書けば、効率的に宿題が進めま

す。この時期も自己管理や勉強を

整えるいい機会です。 

 

④ 自分の部屋をきれいにする 

 自分の部屋をきれいに片付けし

たらどうですか？掃除や片付けを

すると、ストレス発散の効果にも

なりますし、きれいな部屋で勉強

する時にもっと集中できますし、

一石二鳥なことです。 

 

⑤ 絵を描く 

 絵を描くことにはストレス発散

もできます。ものや場所の写生を

してみたらどうですか？何か一つ

のことを集中して描くと、自分の

忍耐強さも鍛えられます。また

は、いたずら書きをしてもいいと

思います。 



これから、「ありがとう」 を多く言いましょう！ 

※以前リムの講話で話したテーマについて書かせていただきます。 

 初めに皆さんに一つのことを考

えてもらいたいです。自分の学校

の食堂を想像してください。もし

ある日に食堂に行って、紙や、キ

ャンディーラッパー、食べ物など

のゴミが散らかっている状態を見

たら、どんな反応をしますか？ 

 恐らくほとんどの人が「きたね

っ！」と思いますね。じゃ、逆に

毎日食堂に行って、きれいな状態

を見ると、「きれいだ！よかっ

た！」と思いますか？そうする人

が少ないです。 

 人間はほとんどいいことより悪

いことが頭に入るものだと思いま

す。例えば、自分が遊びに行きた

いけど親に行かせてもらわない

時、必ず親が悪いと思いつきまし

た。物事の捉え方によりその物事

で生み出した気持ちも変わりま

す。さて、どうすればいいでしょ

うか？ 

 答えは簡単です。「感謝」の考

え方で生きていきましょう。自分

の心に「ありがたい」気持ちがあ

れば、どんなことでも悪い気持ち

が出てきません。これから、いく

つの例を使って、説明します。 

  

① 友達と遊びに行かせられない 

 A さんは友だちに週末に外で遊

ぶことに誘われました。親に聞い

たら、ダメと言われました。 

【普通の考え】親が心配しすぎ

て、自分の自由を奪えて束縛して

います。 

【感謝を思う】親が自分のことを

心配して、ウィルスが流行ってい

るから、出ない方がいいです。 

② ゲームをやらせられない 

 B さんは学校から帰ってきて、

宿題をやってから、ゲームをした

いです。しかし、親が強く断れ、

ゲーム機を没収しました。 

【普通の考え】親が自分の自由時

間に邪魔して、自分のことが何も

分かってくれません。それで、怒

りになり、暴れたいです。 

【感謝を思う】親がそうした訳が

きっとあります。ゆっくり話し合

って、親の気持ちを理解して、あ

りがたく沿っていくべきです。 

 

③ 疲れたのに問題を解かなきゃ 

 C さんは夜家で宿題をやりなが

ら、親が見ています。自分がかな

り疲れたけど、親にまだしつこく

やらせられます。 

【普通の考え】親が余計なことを

するのをやめてほしいです。自分

の宿題は自分でできます。 

【感謝を思う】親もきっと私より

疲れるでしょう。なのに、時間を

取ってやってくれるから、私も親

の気持ちを受けて頑張らないとい

けないです。 

 

④ 字が丁寧にかかないと親にお

こられる 

 D さんは宿題をする時、親が隣

に座って見ています。そして字が

雑の時、親に消されて、怒られま

した。 

【普通の考え】字はきれいかどう

かどうでもいいでしょう。 

【感謝を思う】親がそうしてほし

いのは必ず理由がありますね。自

分のためだと信じて、やります。 

⑤ 美味しくないものを食べない 

 E さんは親が作った食べ物が美味

しくない訳で、文句を言いなが

ら、食べ物を断りました。 

【普通の考え】親が料理が下手な

のに、いつも私に料理を食べさせ

ます。毎日外で食べたらいいでし

ょう。あと、私の好き嫌いをまだ

知らないでしょうか。 

【感謝を思う】親が時間をかけて

料理をしてくれたから、あまり美

味しくないけど、食べられないこ

とはないから、食べます。そし

て、親にありがとうと言います。 

 

 人間は「ありがとう」という言

葉を多ければ多いほど聞くと、心

が楽になりそうです。じゃ、どう

やって聞く回数を増やしますか？

方法は簡単です。自分から「あり

がとう」を言うことです。自分が

言った「ありがとう」は、自分も

聞こえるから、相手の心を楽にさ

せながら、自分も楽になります。

それは、以前ある先生から教えら

れたことです。 

 確かに、毎日のたくさんの物事

で全て感謝の気持ちで考えること

は難しいです。しかし、できるだ

けやれば、自分の気持ちも楽にな

りますし、周りの人々との関係も

良くなります。そして、自分も成

熟になって、心の成長ができま

す。 

 とりあえず、今から親に対して

ありがたい気持ちで向き合いまし

ょうか？感謝の気持ちで考えるだ

けではなく、「ありがとう」もよ

く言いましょうね！ 

 



  



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> 

T3C1008 
(Clarke Quay) 

JKS6027 
(River Valley) 

③ 
1430－1600 <空> <空> <空> <空> <空> JKS6020 

(Newton) 
<空> 

④ 
1730－1900  <空> EP1S4032 

(Katong) 
E2S4034 
(Somerset) 

T1S6004 
(Somerset) 

T1K3024 
(West Coast) 

EP2S6036 
(Newton) 

T1S2025 
JKS5025 

(Somerset)* 

<空> 

⑤ 
1930－2100 

JKS6007 
(Novena)* T2C3023 

(Marina Bay) 
HJLSE2 
(Kovan) 

T3C1008 
(Clarke Quay) 

T1K1028 
(West Coast) 

<空> <空> 

<空> 
 

 

 
 


