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嘉麻市から小石原へ向かう国道 211 号線。 

旧宮野小学校の少し先を右に曲がります。4000 本のあじさいです。 
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〒820-0021 飯塚市潤野 904 

潤野教室 ☎0948-25-1065 

碓井教室 ☎0948-62-3549 

庄内教室 ☎0948-82-2028 

e-mail  iizukaseminor@gmail.com 

ホームページ https://iisemi.nekonohige.xyz/ 
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 新たな１年が始まります。 特集と連載 

塾内テストのご案内 

【中学 3年生 5月フクト】 

  答案返却日 ５月 24日(金) 

【中学１，２，３年生６月フクト】 

  申込締切日 5月 27日(月) 

  実施日    6月 9日(日) 

【小学５・６年生６月中高一貫模試】 

  申込締切日 5月 27日(月) 

  実施日    6月 16日(日) 

 

授業日程に関してご注意ください 

セミナー通信や年間・月間カレンダーな

どの文章やお電話でのご連絡なしに、授

業がお休みになることはございません。 

 

送迎に関するおねがい 

各教室とも、送迎の際の混雑等でご

迷惑をおかけしています。お迎えの時間や

駐 

車場所に関して、お願いばかりで恐縮で

すがご協力お願いいたします。 

 定着度確認テスト 

 5月第２週に塾内定着度確認テスト

(対象：中学１、２、３年生)を実施

しました。 

 結果につきましては、今回の郵送物に

同封しておりますのでご確認ください。 

 

英語検定のお知らせ 

2019年度第一回、英語検定を実

施します。申し込みは締め切りました。 

1次試験 6月 2日(日) 

2次試験 7月 7日(日) 

１次試験会場 潤野教室 

次回第２回英語検定は、11月に実

施します。 

 

職員の軽装・冷房について 

6月より、軽装にて失礼させていただ

きます。重ねて、冷房機器についてのご

連絡です。 

 

連載 論語を読もう   第 50回 

神谷 裕司 

 ２０１４年９月からこのセミナー通信に

掲載して頂いた連載も、今回で終わりです。 

   ・・・・3 ページ 

連載 英語あれこれ   第 40回 

千田 浩未 

 

元号そしてオリンピック  May 2019 

   ・・・・3 ページ 

月間カレンダー 

5月から 6月にかけての予定になります。ご

確認をお願いします。 

   ・・・・４ページ 

 

卒業生のお店のご紹介を同封しました。 

"インテリアグリーンとギフト プランツコー

ディネートの asiac"  お店の場所がわから

なかったらお尋ねください。 
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送迎に関するお願いです 

 

 生徒さんの送迎で何かとご負担をかけております。車でお迎えの

保護者の皆様にお願い申し上げます。先日警察の方より駐車箇

所に関して指導をいただきました。以下のことにご注意ください。 

 

 碓井教室正面、飯塚信用金庫様のキャッシュディスペンサー

の利用時刻は、8:45～20:00 までとなっております。上記の

時間内におきましては、キャッシュディスペンサー前の駐車スペー

スのご利用はご遠慮ください。 

 潤野教室横、竜王マンション駐車場入り口への駐車はご遠

慮ください。 

 お迎え時の混雑を避けるため、授業終了後１０分をめどにお

迎えに来ていただけるようお願い申し上げます。 

 お願い事ばかりで恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

飯塚セミナー 飯塚事務局 ℡ 0948-25-1065 

碓井教室   ℡ 0948-62-3549 

    代表 野見山 廣保 

    教室長 藤中 紘史 

 

通常授業のお休みに関してご注意ください 

授業がお休みになる場合は飯塚セミナーから文章・お電話での連

絡をいたします。生徒さんに休講や授業の振り替えの連絡・伝言をお

願いすることはございません。 

第 5 週目がお休みになる場合や、各曜日 4 回授業実施のために調

整した休校日につきましては、セミナー通信や同封しておりますカレンダ

ー、またはお電話にてご連絡致します。 

なお、部活や用事で遅刻・欠席になる場合は、必ずご連絡いただきま

すようお願い致します。 

 

編集後記 ~まとめの文~ 

ま 5 月はモチベーションを高める月。具体的な学習スケジュールを。 

と 最近、肩こりがひどいです。マッサージに行きたい。。。 

め 潤野教室の玄関まわりには、季節の花がきれいに咲いています。 

の まだまだ、アレルギー性鼻炎との戦いは終わりません。 

ふ ずいぶん暖かい日が続きますね。 

み 連日、交通事故のニュースを見ます。気を付けてください。 

塾内定着度確認テストに関して 
 

 5月の二週目に塾内定着度確認テストを実施しました。 

 今回の結果は、受講生の皆さんの現段階の英語と数学の前学

年の基礎学力の診断、及び中間期末テストに向けて春期集中授

業から４月中の授業内容の定着度の確認と中間期末テストの対

策の資料とさせていただきます。 

 今回の郵送物に、塾内テストの答案を同封しておりますので、ご

確認ください。 

 

2019年 第一回 英語検定の案内 
 

2019年 第一回実用英語技能検定(英検)を飯塚セミナーで

実施いたします。多数のお申込みありがとうございました。 

本番まで 1か月を切りました。自宅学習も頑張りましょう。 

一次試験 6月 2 日(日) 

二次試験 7月 7 日(日) 

※３級以上の一次合格者 

場所：一次試験 飯塚セミナー 潤野教室 

時間：級によって異なります。受検者の方は今回同封の

案内でご確認ください。 

今回受検を見送った生徒さんも、11月に第二回英語

検定が実施されます。 

「英検に合格する」という目標を持ち勉強することで、スキルアッ

プができます。大学受験においても、特定の級を取得している場合

は受験の英語の得点がプラスされる、満点扱いになるという大学も

増えてきています。英検に関するご質問などありましたらご連絡くだ

さい。 

是非、受検をご検討ください。 

 

職員の夏の軽装、冷房機器運転について 
 

 6月 1日より９月 20日の間、講師・職員はノーネクタイ・軽装で

失礼いたします。軽装で失礼しますが、今後とも授業には緊張感を

もって臨みます。また、6/15~9/15 までの期間、外気温が 29度

を超えた場合、冷房機器の設定温度を 28度にして冷房機器を運

転いたします。教室が暑いかもしれませんが、ご協力をお願い致しま

す。 

なるべく涼しい恰好で(ただし、常識の範囲内の服装)で授業を受

けてください。また、水筒などを持参してください。  
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連載 論語を読もう   第 50回   神谷裕司 

 

 ２０１４年９月からこのセミナー通信に掲載して頂い

た連載も、今回で終わりです。 

 ５年近く、途中、何度か休載しましたが、お付き合い下

さった方々、本当にありがとうございました。連載を書いてい

くことで、自分自身、論語の深い魅力に改めて気付くこと

が幾度となくありました。 

 最終回、多言を弄することはやめにして、漢字学の泰斗、

白川静先生が書かれた「孔子伝」の文庫版あとがきから

引用して、筆を置きたいと思います。論語について書かれ

た数多の文章の中で、最も美しい一節かもしれません。 

 「私が『論語』を、教室の講義のためではなく、自らのため

に読んだのは、敗戦後のことであった。あの敗戦のあとの、

やるせないような虚脱を味わわれた方には、理解して頂け

ることかと思う。私の机辺には、いつとはなく、『論語』と『聖

書』とがあった。別に思想としての要求や、入信を求めての

ことではない。暗い海の上をひとりただようて、何かに手をふ

れておりたいという衝動があった。それには、どのような角度

からでも接近できるものが、よかったのであろう。それで順序

も立てず、ながめるようにして読んだ。そして読むうちに、こ

の二つの書が、敗北者のための思想であり、文章であると

思うようになった。読んでいると、自然に深い観想の世界に

導かれてゆくような思いであった」 

 

 神谷先生 連載ありがとうございました。 

 学校の教科書には載っていない「論語」の世界に触れることで、

孔子という人物の今まで知り得なかった一面が垣間見えた気が

します。 

 近々、「論語を読もう」を連載していただいた神谷先生に飯塚

にお越しいただき、論語に関する講演をしていただく予定です。 

 多くの方に「論語」の世界に触れていただきたいと思いますので、

ぜひ、ご参加ください。 

 詳細につきましては追ってご連絡いたします。 

 

英語あれこれ   第 40回       千田浩未 

元号そしてオリンピック       May 2019 

 

 先日、予備校での講義で、the Showa period を、学生が「昭和

時代」と訳したのを聞いた時、「来るべきものが来た！」という気がしまし

た。わたくしは、昭和の生まれなのですが、昭和に生まれた人間の多く

は、「昭和時代」とは言わず、昭和「の」時代、という言い方をすること

が圧倒的に多いと思います。元号に（「の」が無く）直接「時代」とい

う言葉が続くのは、大正だったり、明治だったり、「既に遠い過去になっ

た」時代だったのですが、今や、紛うことなく、昭和は過去のものになっ

たことを学生の訳から思い知らされた気がした次第です（苦笑）。 

 英語で「元号」を表すには era name / imperial era name 

/the name of the era などの表現が使われます。江戸時代は 

the Edo period、明治時代は the Meiji era、昭和は the 

Showa era/period 、平成は the Heisei era/period と、「～

時代」の訳語には、period もしくは era が使われます。age や 

time は用いられませんので、ご注意くださいね。 

 また日本人にとって、冠詞は、その用法をマスターするのが難しい項

目の一つですが、固有名詞の時代に関しては、上の例のように the 

がつきます。ちなみに、他にも the をつける固有名詞として心に留めて

おきたいのが、海洋名と河川名。例えば、太平洋は the Pacific 

(Ocean)、遠賀川は the Onga (River)となります。鉄道路線も 

the が付きますので、筑豊本線は the Chikuho Main Line。（た

だし、駅名には冠詞が付きませんので、「新飯塚駅」は Shin-Iizuka 

Station） 

 そしてもう一つ、the をつけなければならないのが、固有名詞の複数

形です。例えば、アメリカ合衆国は、州が５０集まっているので、the 

United States (of America)ですし、国連は国が集まっているので、

the United Nations。ロッキー山脈は（山が複数あるので）the 

Rockies。アルプス山脈は（日本語でも「ス」があるので分かりやすい

ですが）the Alps。オバマ一家は、オバマの家族複数で成り立ってい

るので the Obamas になりますし、１９９０年代は the 1990s。

同様に、オリンピックでは、様々な（複数の）競技が行われますから、

the Olympics と the と“s”が付きます。いよいよ来年に迫ってきた

東京オリンピックであれば、the Tokyo Olympics もしくは the 

Tokyo Olympic Games 。これから英作文などでオリンピックのこと

を書く時には, 最後に“s”を付けるのを忘れずに！ 

 さて、飯塚は国際車椅子テニス大会でも知られていますが、パラリン

ピック、そして車椅子、綴ることできますか？ 
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　　提出などの締切・模試データ返却予定日 　　　模試 　　　集中講座/補習/試験対策

　　　　学校行事
　　2019年5月12日～2019年6月22日　　網掛け日の通常授業はありません。

日 月 火 水 木 金 土

5月12日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日

　　　　フクト

　　　中３　第1回

　　高校生

　　定期考査対策

5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日

　　高校生

　　定期考査対策

　　高校生

　　定期考査対策

　　高校生

　　定期考査対策

　　フクト

　　中３　第1回

　成績返却予定日

　　高校生

　　定期考査対策

　　中学生

　　定期考査対策

5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日

　　　フクト6/9

　　　申込締め切り

　　中高一貫模試

　　　申込締め切り 　　　口座振替日

6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日

6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日

　　　　フクト

　　　中３　第1回

　　　中１・２

　　　　　　　第1回

　　中学生

　　定期考査対策

6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日

　　中高一貫模試

　　小５・６第1回

　　フクト

　　中３　　第2回

　　中1・2　第1回

　成績返却予定日

　　中学生

　　定期考査対策

上記日程以外ご家庭への連絡なしに「お休み」「休講」になる事はありません。

変更になる場合は、ご家庭へ文書・お電話にて事前にご連絡いたします。

※この間の自習室の利用時間については、お電話でご確認ください。変更になる場合がございます。

中間・期末対策授業は、学校によって対策授業の日にちが異なります。予め書面にて生徒さんに連絡いたします。

　電話／　潤野教室0948-25-1065　碓井教室0948-62-3549

　ホームページ／http://www.iisemi.com

※授業料等の口座振替日は毎月29日です。次回は5/29(水)となります。


