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Stay Home 期間できたパズル「四季」 

ごあいさつ 

平素より大変お世話になっております。 

６月１９日から制限措置解除のフェース 2 に入り、弊社授業も徐々にオ

ンライン式から出張式に戻ります。コロナの流行で生活がまだ不安定ですけ

れども、夏休み中昨年と変わらずに受験生の準備をお手伝致します。 

今年弊社の夏期講習会は６月～８月、午前中と午後の時間に実施致しま

す。シンガポールに住んでいる方だけではなく、海外や日本の方の参加も大

歓迎です。お申込みはいつでもできますので、ご検討のほどよろしくお願い

申し上げます。 

皆様とご家族のご健康をお祈り申し上げます。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 
 

 
 

合格おめでとう！ 

 

下記の生徒は受験した学校に合格しました！ 

おめでとうございます！ 

 
 

高３ International School Singapore ➡ ICU 国際基督教大学 

高３ International School Singapore ➡ 岡山大学 

小５ Nexus International School Singapore ➡ United World College of South East Asia 

幼稚園 Nexus International School Singapore ➡ United World College of South East Asia 

 

７月 授業スケジュール （6/24 の時点で） 

 
*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> <空> 

③ 
1430－1600 <空> <空> EP1S5032 

E2S4032 
 (Katong) 

iT1C3040 
(Skype) 

<空> <空> 
T1S2025 
JKS5025 

(Somerset)* 

④ 
1730－1900  

JKS6007 
(Novena) 

E2S4034 
(Somerset) 

<空> <空> 
T1C1041 
(Redhill) 

JKS6027 
(River Valley) 

⑤ 
1930－2100 <空> T2C3023 

(Marina Bay) 
HJLSE2 
(Kovan) 

<空> T1K1028 
(Skype) 

<空> <空> 
 



「節
ふし

から、芽
め

が出る」 — Stay Home の時期
じき

で、何
なに

を得
え

た？ 

 
 昔ある先生に「節から芽が出

る」を教えていただきました。今

回皆さんにシェアさせていただき

ます。 

 

 皆さんは竹を見たことがありま

すか？竹や甘藷などいろいろな木

には「節」があります。節のとこ

ろでその植物が折れやすく、病気

にもなりやすくなります。 

 しかし、良い環境があれば、節

から芽が出ます。芽が出てこそ、

新しい枝や葉っぱが成長でき、

徐々に木が大きくなります。 

 

 人間も同じのようです。困難が

ある時、精神的に疲れたり、心が

崩れたり、することになってしま

う可能性があります。ですが、大

変なことをポジティブな心で向き

合えば、いい物事が出てくること

ができます。 

 

 最近コロナウィルスのことで家

で引きこもる二か月が大変だった

でしょう。外で友達と一緒に遊べ 

なくて、全ての授業や塾、習い事

をパソコンの前でやっていまし

た。徐々にストレスがためて、な

かなか発散できる方法がないでし

ょう。 

 そういう時は「節」です。その

節で、皆さんが駄々をこねたり、

落ち込んだり、したことがあるで

しょうか？その節で出た芽があり

ましたか？皆さんも何を得たでし

ょうか？ 

 

 私はその期間で、家族や友達と

の絆が強くなってきた気がしま

す。両親と一緒に過ごす時間が増

えて、コミュニケーションがよく

なりました。友達もお互いが出か

けないから、電話やソーシャルメ

ディアで話す時間が増えて、支え

合うこともできました。 

  

 もう一つ皆さんの生活である

「節」は受験ですね。細かく言う

と、受験まで行くそれぞれの里程

標は全て小さな節です。「エッセ

イを課題外れた」、「単語の綴り 

を間違った」、「数学の方程式を

理解できない」など全て節と考え

られます。それぞれの節で崩れて

諦めるか努力して新しい能力を身

に付けるか、皆さん次第です。 

 

 皆さんの生活で、たくさんの節

があるかもしれませんが、親御さ

んの愛情や教師の熱心などに支え

られて、自分の力を発揮して、必

ず新たな芽が出ると思います。 

 

 その芽が出てこそ、生徒の皆さ

んは成長できます。 

 その芽が出るまで、一生懸命に

サポートしていきたいと思いま

す。 

 

節 

芽 



“Reading your essay makes my English worse.”   

  
No one is born with a natural 

talent in a particular subject, except 

maybe for some child prodigies in 

music. But those are really very rare. 

Most of us have to pick up our skills in 

school and hone them to the best of 

our ability.  

Likewise, I didn’t start my life 

being perfect in English. To be honest, 

I struggled with English throughout my 

elementary and middle school. In my 

high school, my English teacher even 

told me something shocking about my 

English level.  

“Reading your essay makes my 

English worse.” My teacher said that 

my strange collocation of words and 

phrases combined with my poor 

grammar gave him a headache every 

time he read my writing. It was so bad 

that he even lost the ability to write 

well by reading my essays.  

But something changed in my 

second year of high school. I was 

placed into another English class 

taught by a different teacher. She 

made the class read newspaper 

articles every lesson for homework. 

Then, we had to discuss the content in 

class in our groups. Sometimes article 

reviews had to be written, too.  

She also gave us many essays and 

readings to read for homework. I 

remember reading those essays, 

highlighting good phrases and using 

them in my own writing.  

It took me a year of hard work to 

improve my English from a C6 (50 to 

54 marks out of 100) to an A2 (70 to 

74 marks out of 100) in my final high 

school examination, allowing me to 

pursue a degree in media arts in 

college.  

* * * 

 

Here are some tips to help you 

get better at English writing:  

 

1. Read widely 

Reading really helps your English 

improve over time. Some people 

check words in the books they read 

and learn from them. But that is not 

necessary. Reading for fun is also 

effective.  

As you read and understand the 

storyline, you are subconsciously 

taking in the combination of words 

(known as ‘collocation’). These 

collocations become available to you 

when you want to write something 

similar.   

It does not really matter what you 

read, but it is recommended to read 

widely. Some examples are 

storybooks, newspapers, online news, 

textbooks, reference books, and 

model essays.  

2. Write, write and write 

Being poor at writing should not 

stop you from writing. As the saying 

goes, ‘Practice makes perfect.’ You 

should write more frequently and get 

a teacher to check your writing for 

you. After that, you should rewrite it 

again and again until you get a 

satisfactory piece of writing.  

It is useful to note that many 

international schools in Singapore 

check essays just by giving an overall 

score or comment and not by pointing 

out every mistake in the language.   

 

3. Expand your vocabulary 

Learning synonyms and antonyms 

of frequently used words can help you 

to improve your lexical ability in 

writing. Also, remembering how words 

are formed using prefixes and suffixes 

may be useful as well.  

You can also note down new 

words that you come across in your 

school work or books. First, check 

their meanings in the dictionary, then 

try to use them in your own writing.  

 

* * * 

As the saying goes, ‘If there is a 

will, there is a way.’ Never give up! If I 

can master English, so can you! 

 



中学校入学試験の英語を 

どうやって準備すればいい？ 

 <リム先生クラス 2019 年 7 月号、８月号で掲載した記事をもとにします。> 

中学校受験とは？ 

 中学受験は、海外での勉強や経験

を活かして、子どもの将来の成功を

目指して、両親の理念に沿う中学校

へ入学できるように、努力する期間

でございます。 

 入学試験まであとわずかの時点で

勉強し始める方も以前いっらっしゃ

いました。子どもが親もかなり焦っ

ているので、あまりいい効果になら

なかったでしょう。 

 

準備を始めるのはいつ？ 

 理想的な状況は、受験学年の前

に準備をし始めることでございま

す。小学校４年生に対して受験は

まだ先のことですが、目標を作る

価値が十分あると思います。 

 

英検を利用して 

 受験では、英検の成績を使えない

ですが、入学試験の英語は英検２級

以上になっています。 

 しかし、慶應湘南藤沢中等部や

渋谷教育学園渋谷中学校、渋谷教

育学園幕張中学校、聖光学院、広

尾学園などの入学試験の英語は、

英検準１級以上になっています。 

 受験学年に入ると、かなり忙し

くなるため、それを備えて日本の

小学校６年生になる年までに、必

要な英検レベルを習得するのがお

すすめです。 

 

インター生なら楽勝？ 

 インター生にとって、英語面接が

有利かもしれませんが、文法やエッ

セイが苦手な子が今まで多く見まし

た。 

 なぜなら、インター校のエッセ

イ採点はあまり細かくしないよう

ですが、入学試験の英語エッセイ

で使った文法など結構細かく見ら

れています。それで、確実に高得

点を取れるように文法やエッセイ

の対策を受けた方がいいと思いま

す。 

 

英語文法の対策について 

 日本人学校生もインター生も関

わらず、入学試験で英語を受けれ

ば、一度英語文法の基礎から徹底

的に復習した方がおすすめです。 

 出題形式はそれぞれの学校によ

り異なりますが、よく出るのは、

不可算名詞、不定詞、仮定法、時

制などです。 

 

エッセイの対策について 

 エッセイは二種類あります：フィ

クションとノンフィクションです。

フィクションは、内容的に現実の世

界にできないことがメインのエッセ

イです。ノンフィクションは自分の

経験や気持ちについて述べるエッセ

イです。 

 高得点のエッセイが書けるように

なるには、たくさんの練習をするこ

としかありません。時間をかけて書

いて、専門の先生に添削してもらっ

て、また書き直すのは大事なことで

す。 

 高得点のエッセイが書けるように

なるには、たくさんの練習をするこ

としかありません。時間をかけて書

いて、専門の先生に添削してもらっ

て、また何度も繰り返して書き直す

のは大事なことです。 

これから何をすればいい？ 

 毎年受験日に近づいたら子どもた

ちの親が日々焦ることをよく見られ

ています。時々親がいろいろ考えて

しまい、受験する子どもたちより緊

張することもあると思います。  

 それで受験の時期で、皆さまの心

配や緊張を分担できるご相談をいた

だけることも大切だと思い、よく承

ります。 

 

一、学校情報を集める 

 まず、子どもと一緒に興味がある

学校についての情報をできるだけ集

めてください。パンフレットを読ん

だり、インターネットで検索した

り、その学校のホームページを読ん

だり、するのはおすすめです。 

 

二、学校に訪れる 

 ご都合に合えば子どもを連れて

志望校に訪れてください。入試説

明会や、学校見学、学園祭などの

イベントに参加できれば、子ども

のモチベーションにもなれます。 

 

三、適切な模試を受ける 

 入学試験の過去問をたっぷり解い

てから、志望校の試験形式と難易度

に近い模試や演習を受けることはお

すすめです。結果により、弱い部分

を見直してたくさん練習をしてくだ

さい。 

* * * 

 受験が無事に終わるまで親が迷っ

たり、焦ったり、するのが普通で

す。その時、子どもの受験勉強を見

ている先生に頼って、相談を載せる

ことが大事です。 


