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 昨年の碓井教室 緑のカーテン 今年も苗を植えています。踏まないでね。 
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碓井教室 ☎0948-62-3549 
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 暑さに負けるな。 特集と連載 

塾内テストのご案内 

【中学１，２，3年生６月フクト】 

  答案返却予定日 ６月１９日(水) 

【中学３年生７月フクト】 

  申込締切日 ７月 ３日(月) 

  実施日    ７月２１日(日) 

【小学５・６年生６月中高一貫模試】 

  実施日    6月 16日(日) 

  答案返却予定日 ６月２８日(金) 

 

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ありません。 

 

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 

車位置に関して、ご協力お願いいたしま

す。 

 英語検定のお知らせ 

201９年度第一回、英語検定二次試

験が実施されます。 

対象  一次試験合格者 

2 次試験 7月７日(日) 

会場  近畿大学(予定) 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

7/22 より夏期講習開始予定 

小・中学生は 7月 22日より、一部高

校生は 7月 15日より夏期集中講義を

予定しています。 

 

   ・・・・3 ページ 

連載 英語あれこれ   第 4１回 

千田 浩未 

ラグビーワールドカップ  

   2019 June 

   ・・・・3 ページ 

月間カレンダー 

６月から７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 
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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 ホタルは蒸し暑い曇った日の 21:00 までがベスト。 

と なかなか雨が降りませんね。梅雨はまだ？ 

め 月に一冊を目標に、読書を始めます。 

の 定期考査頑張りましょう！ 

ふ 田植えをしました。秋が楽しみです。 

み 久しぶりの弾丸一人旅に出かけます。 

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

で実施いたしました。多数のお申込みありがとうございました。 

3級以上の一次試験合格者の方は、下記の日程で二次試

験が実施されます。 

 

二次試験 7月 7日(日) 

※３級以上の一次合格者 

 

場所：近畿大学（予定） 

 

※場所や時間等、詳しくは後日ご連絡いたします。 

 

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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7/22より夏期講習を開始します。（予定） 
 

小学生 

小５・小６（中学受験のない）の生徒のみなさん 

基本的に普段の曜日に普段の教科を実施しますが、時間

帯が通常と多少異なる場合があります。 

 

小５・小６ 受験生のみなさん 

集中授業の形で授業を実施します。普段の夕方の授業は

おこなわず、午前中に集中授業を予定しています。詳しくは、今

回同封しております別紙をご覧ください。 

 

中学生 

中学１年・２年生のみなさん 

集中授業の形で授業を実施します。普段の授業はおこなわ

ず、数学・理科・英語の集中授業をおこないます。夕方に授業

をおこないますが、時間帯が通常と多少異なります。詳しくは、

今回同封しております別紙をご覧ください。 

 

中学３年生のみなさん 

集中授業の形で授業を実施します。普段の授業はおこなわ

ず、５教科の集中授業をおこないます。部活動が続いている時

期や、学校の補習が実施されている時期を除いて 9:00～

16：30 の時間帯に実施します。今後の伸びや、志望校の合

否を大きく左右する夏期講習となりますので、高い意識をもって

参加してほしいと思います。詳しくは、今回同封しております別

紙をご覧ください。 

 

高校生 

通常授業は 7月 20日(土)まで行います。 

7月 23日(月)からは夏期集中授業期間となります。 

また、7月 15日(月)～7月 20(土)の期間も一部の授業

で夏期集中授業を行います。 

詳細は 7月上旬に受講生にお渡しします。 

通常授業の時間割とは異なりますので、お気を付け下さい。 

後期通常授業は 9月 2日(月)からとなります。 

 

英語あれこれ   第 4１回       千田浩未 

ラグビーワールドカップ    2019 June 

 Rugby World Cup 2019 も開催まで１００日を切り、

全国１２会場に含まれる福岡でも広告やイベントなど多

く見られるようになってきたのではないかと察します。

福岡では Italy vs. Canada, France vs. USA, Ireland vs. 

Samoa の３試合が行われますが、観たい試合はあります

か？ 

 熊本では France vs. Tonga, Wales vs. Uruguay の２試

合なのですが、こうした競技で、なぜ「イギリス」では

なく、「イングランド」だったり「ウエールズ」なのだ

ろう？と気になったことはありませんか？わたくし自

身、正直言えば、イギリスとイングランドが違うのだと

知ったのは、高校の頃だったような気がします。もちろ

ん、スコッチウイスキーとか北アイルランド紛争とか聞

いていましたけれど、England, Wales, Scotland, 

Northern Ireland それぞれが countryつまり「国」扱いに

なっているという「認識」と、イギリスの正式名称「グ

レートブリテン及び北アイルランド連合王国」という

「知識」は全く繋がっていませんでした。 

 で、今回熊本ではウエールズの試合があるということ

で、ウエールズ政府代表事務所の代表が、先日熊本を訪

れてくださったのですが、一つ「警告」されたことがあ

りました。Wales から来ている人に対し、イギリスから

来ているという意味で、So you’re from England! とは絶

対言わないでほしいということ！ England と Wales 

は、別々の「国」という意識が強いので、From 

England ではなく、from Wales であり、Englishman では

なく、Welsh と表現して欲しいとリクエストされたんで

す。 

 似たようなものじゃない、と考えてしまいそうですが、

例えて言えば、私たちがアメリカに行って、買い物をし

て店員さんから「謝謝」と言われたら、「いや中国人じ

ゃなくて、日本人です」と言ってみたくなるようなこと

だと思います。「アジア人」という枠組みで、十把一絡

げにしてしまうのは相手にとって失礼だろう、と想像す

るのは難しくありません。また同様に、西洋人だからと

いって、英語が通じるわけでもないことも言うまでもあ

りません。福岡ではフランス対アメリカの試合がありま

すが、フランス人は英語で話しかけられても（たとえ意

味が分かっていても）答えない、と言われるほど自国語

を誇りに思っている、と聞いたことがあります。 

 イタリアやフランスを応援に行く時、会話ができたら

いいな、と思ったら、自動翻訳アプリ “VoiceTra”（無料）

試してみませんか？その国の言葉で、あなたの思い届け

るお手伝いしてくれます！ 
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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6月16日～2019年7月27日　　網掛け日の通常授業はありません。

日 月 火 水 木 金 土

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

　　英語検定

　　　　一次試験

　　　　合否発表

　　フクト

　　中３　　第2回

　　中1・2　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

6月23日 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日

　　高校生

　　定期考査対策

　　中学生

　　定期考査対策

6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日

　　高校生

　　定期考査対策

　　高校生

　　定期考査対策

　　　口座振替日

　　高校生

　　定期考査対策

　　　フクト7/21

　　　申込締め切り

7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日

　　英語検定

　　　二次試験

(一次合格者のみ)

7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日

※祝日ですが

通常授業があります

　　一部高校生

　　夏期講習開始

(第1ターム

　　7/15～7/20)

　　前期通常授業

　　最終日

7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日

　　　フクト

　　　中３　第3回

　　小・中学生

　　夏期講習開始

(第2ターム

　　7/22～7/27)

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7/1(月)となります。
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弘学館中学 高校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飯塚日新館小学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


