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生徒・保護者のみなさんにお願いです！

長い休校の影響で、日程や学習内容などが学校
によって様々で、例年とはかなり異なる状況にあ
ります。

学校で、日程表芯どが配付されたら教室に持っ
てきてください。また、勉強内容やテスト、成績
のつけ方など、学校でもらった書類だ、けで、なく先

生から聞いた話など、どんな情報でも教室の先生
に教えてくれると助かります。

今回のコロナ禍の影響が皆さんにとって最小限
になるよう、講師一同がんばりますので、みなさ
んもご協力をよろしくお願いいたします！

2020年6月の予定表

、

5/24日） 休塾 14臼） 休塾

5/25伺） 15伺） 夏期講習案内開始 r出守小学生5/26 C>4 16 C>4 

5127凶 17 ~.！＜） コ
5/28同 18同 ン

ア
5129樹 19働

スト
5/30出 20出

5/31 (I日） 休塾 21 (I日） 休塾

6/1伺） 22伺）

2 C>4 23 C>4 

3 ~.！＜） 24附

4同 25同

5 信回 26働

6出 27出 夏期講習申込締切

7日） 小～中2模試 中 3模 28臼） 休塾

8伺）
試延期

29伺）(9127実

9 C>4 施予定） 30 0刈
10 ~.！＜） 7/1附

l l同 712同

12樹 713働

13出 714出

受験生 Wallcer－＝~
コロナの騒動ですっかり忘れてしまった人も多いと思い

ますが、今年は教育週渡期。小学校の指導要領が変わり教
科書が一新、英語の授業などが始まりました。中学校では
来年から教科書が変わるので、現中 1・2のみなさんには
高校入試でその影響力庁出ます。そして今の高校3年生から、

今までのセンター試験が廃止になり、新しいテストに変わ
ることが決まっています。
大学入試が変わるということは、高校入試も変わってい

きます。もっとも大きく変化するのが英語ですが、例えば

こんな問題が。
海外のある町が、外 I ,4.J 

国人旅行客にも分か ｜一一一一一一一 II m I 
りやすいタウン・ガ ι・回開・・II 回’回｜
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（案内用図記号）の

うち、どちらがよいかウェブサイトで意見を募集しています。
どちらかの案を選び、 2つの案について触れながら、あなたの
考えを理由とともに25語以上の英語で書きなさい。

（平成31年度全国学力・学習状況調査調査問題中学校第3学年

英語パート3 「書くことj大問 10より）

このような、自分の意見を書く問題が出されたり、長文の

テーマが説明文のような難しいものになったりしていま
す。芯んと芯く、では確実に点差が広がるように怠ってい
るのです。日頃からしっかり力をつける必要がありますね。

。
内
、
内

2tr~O年「

？白伺箇箇伺箇箇伺岱鶴自ra箇箇箇？
再開、再会

5月末から中学校が、そして6月から県立高校が再開となりました。早いところでは3月2日

から、思いがけない休校がおよそ3か月間にもわたり、「早く学校に行きたい」という切実な声が

あちこちから聞こえてくる春でしたが、萌昇でも 6月 1日から教室での授業を再開します。

これで元通りの日常が戻る、というわけにはいきませんが、今まで当たり前のように過ごして

きた日常が、いかに幸せで「有り難いjものか、強く感じることができたのではないでしょうか。

家にこもりがちで体力も落ちているでしょう。これから梅雨の季節にもなります。体調やケガ

にはくれぐれも注意して、みんなで元気に過ごしましょう！
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コン二チハ－！新コーナーも早3回目、今日も元気にレッ

ツスピークインク、リッシュ！ ホセ・オーゼミンです！

今月の一言はコチラ！ アフター ユゥ

After you. 
ポクの大好きな表現の一つです。

直訳すると、「あなたの後lこJですね。さてこれ、どうい

う意昧か分かりますか？

負け怠じ！皇＇ t 、a竺~~量瞳=P
~つらの固四・m・圃・由町届圃｜圃晒咽

緊急事態宣言が一部解除になり、芯んとなく「もう大丈夫で

しょJ！惑がぬぐえない感じがありますが、新型コロナウイルスがま

だまだ人類の脅威であり続けることには変わりありません。まだ

ワクチンも怠ければ治療薬・治療法も確立されていませんよね。

そこで、専門家会議からの提言をふまえた「新しい生活様式jの

実践例が厚生労働省から示されましたので、その中からいくつか

ご紹介します。

・人との間隔は最低1m、できれば2m空ける0

．遊びに行くなら屋内より屋外へ。

・症状がなくてもマスクを着用。

．帰宅したら手や顔を洗う。できれば着替えてシャワーを0

・手洗いは水とせっけんでていねいに30秒。

・こまめに換気0

・r3密J（密集、密問、密接）のすべτを回避0

・公共の場では会話は控えめに。

．食事は横並びで、多人数での会食は避ける0

． 買い物は 1人または少人数ですいた時間に。

緊急事態宣言が解除されたから、学校が再開に

なったから大丈夫、では決して芯いのです。この先

2～ 3年は警戒し続けるべき、とする専門家もいま

す。ですからやっぱり、

｜・うつ rsJ……間｜

・うつ『さj抱いためにマスクの着用を。 ｜ 

症状はなくても感染しているかもしれない。大好

きな人、大切な人にうつしてしまっているかもしれ

ない。そんなことを常に心の隅っこに置いておく必

要があリますね。

萌昇ゼミでも換気、ゆったり空間、消毒液配備、講

師の毎日の検温などを続けてまいります。みなさん

もご協力をお願いいたします。

萌昇ゼミ
萌昇のフzイスフッタ
ご霊録お願いします 1

実はこれ、「お先にどうぞj芯んです。

日本語では「（あなたが）先に行ってくだ、さしリ

と言うのに、英語圏の人々は「（私が）あなた

の後に行きますJと言うんです。面白いです

よね。

例えばエレベータの乗り降りなどの際、欧米

では「レデ、イーフアーストjが絶対的芯常識。

日本人にはなじみが芯いからと言って、つい

つい男性が女性よりも先に乗ってしまうと露骨

に嫌な顔をされたりします。

エレベータと言えば、「閉Jボタンを押さな

いのも欧米の特徴。 I閉jボタンがそもそも

なかったりもします。所変われば、ですね。

クイズl碩の

じゅl~~ah~I

こんにちは！ 今回は誰でも楽しめる簡単な問題ばかり！

Q1.大きな荷物を重そうに持ったお年寄りがパスlζ乗っ

てきました。しかし、だれも席をゆずりません。なぜ？

Q2.お父さんの力工ルはケ口ケ口ケ口。お母さんの力工

ルはケ口ケ口。では、こどもはなんとなくでしょう？

Q3.タロウくんのお母さんには 5人の子供がいます。上

から順番lζイチ口一、ジ口一、サブ口一、シロー。

さてもう 1人の子供の名前は？

Q4.登山をした人たちが必ずする事つてなんで‘しよう？

酪昇通信ではみなさんからの質問やお便りなどを大募集し
ています。萌界ゼミへのご要望や取材の依頼も大歓迎で、 国益誼回
す！ 聞いてみたいこと、ジマンしたいこと、萌昇通信で取 町証量~直面

り上げてほしいことなど、なんでも気軽！こ送ってください。 E宥'L~位~：
1111.-,1描~

あて先は→s.kitsunai@hoshojuku.com .....，..，＿＿...盲目

ほしお 毛え

こんにちは！萌昇通信編集長の星尾萌です！ 今日のクイズは力ンタン
だったけど、本当lζダマされなかった？？

A1.ほかに客がいなかったから。お年寄りが一人目の乗客だったんですね。
A2.鳴かない。なぜかつてつ 力工ルの子はおたまじゃくしだからですね l

A3.「ゴ口一」と答えた人、 それからわからなかった人は問題をよーく読
んで。あと一人は「タロウ」君です 1

A4.山を下りること。じゃないと帰れませんよね。
みんな、今日も頭はやわららかくなったかな？

｛ましヨ句、 のlま否

こんにちは 1通信記者の星尾昇です。ゃっつつつっと学校再開、部活も始まっ
て、 塾毛再開。やっとみんなに会える 1 やっぱりさ一、文字より音声、音声よ
り映像、映像より生身、だよね l Zoomでパソコンの画面越しに会うだけじゃ、
やっぱりちょっと寂しい。
学校や塾が再聞になるとはいって毛、これから雨の季節になって、暑かったり

肌寒かったりしますよね。自粛ムードで、体力1鈍って体力ち落ちてい否今、病気や
ケガには本当に気を付けてね！
さ一、 6月からまた教室でパリパリ授業するよー！ 回担品目

萌昇通信へのご意見・ご感想、投稿はこちら→ 雇型高
s.kitsuna i申hosho-juku.com 回同球制

回揖躍困

難童
図、説謹

萌昇ゼミ
f acebookページ

n086・201 ・2245 
お問い合わせは日曜を除く 9:30～20:00


