
開始的第一歩」は中国語で「はじめの一歩」という意味です。 定価 777 円 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭と塾の絆 
～マイセルフ＆サミットニュースレター～ 

読むだけで学力向上！ 時事問題 & 最新受験情報 & 雑学 

 

5月号  その１ 

マイセルフ 0120-971-157 
miraimyself@gmail.com 

サミット   0120-916-957  
miraisummit@gmail.com 

【前橋本部校】 

〒371-0046 

前橋市川原町 2-12-14 

tel：0120-971-157 

miraimyself@gmail.com 

fax：027-232-7019 

【大学受験予備校サミット】 

Tel：120-916-957 

Fax:027-232-7019 

miraisummit@gmail.com 

【新前橋校】 

〒371-0831 

前橋市小相木町 554-1 ２Ｆ西 

tel：027-226-1732 

fax：027-226-1733 

mshinmae@gmail.com 

【文京校】 

〒371-0801 

前橋市文京町 2-23-5 １Ｆ西 

tel：027-212-7234 

fax：027-212-7240 

mbunkyo@gmail.com 

本部 LINE サミット LINE 新前橋 LINE 文京 LINE 

号外 4月 7日書き下ろし。 

マイセルフは「遠隔授業」のご用意を準備しています！ 

 

← マイセルフでは 

塾長メッセージをいちはや

くみられるよう、ホームペー

ジのトップに連絡掲示板を設

置しました。台風などのとき

にもコチラにご連絡を差し

上げます。 

 

また、その右に LINEを設置

しています。ぜひご連絡の手

段の一つとして各校の LINE

へ生徒氏名を入力いただき

たいと思います。よろしくお

願いいたします。以下の QR

コードでも構いません。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

塾長 

mailto:miraimyself@gmail.com
mailto:miraisummit@gmail.com
mailto:mshinmae@gmail.com


～ゆく河の流れは絶えずして～ 
 

 

塾長 Ｍａｒｔｙ Ｂｕｓｈ 萩原 

 

 

 

 

 

 

自立学習塾マイセルフ・大学受験予備校サミット 

今後の授業運営について 
 

保護者のみなさまへ 

日頃から大変お世話になっております。みなさまのおかげをもちましてマイセルフ・サミットがあることに深く感謝い

たします。 本日の号外は乱文乱筆、釈迦に説法だと思いますが、どうぞ最後までお読みください。 

 

塾生のみなさんへ 

進級おめでとう！！ 

キミたちのチャレンジの一年が始まりましたね。またともにこの一年を駆け抜けましょう！ 

 

今や新型コロナ関連のニュースで埋め尽くされる日々が続いております。 ご家庭にとっても社会にとってもストレ

スの多い日々が続いていること、お察しいたします。  まさに日本全体がピンチとなっています。 しかし、こういう

危機のときにこそ人は新しく生まれ変わることができます。  

 

100年前、スペイン風邪が流行したということを耳にした方も多いと思います。 

世界では 5000万人が亡くなり、日本でも 50万弱の人々が命を落としました。 このときの医療体制はとてもひどく、 

患者のご飯は 、患者のご家族がわざわざ病院にもっていったそうです。ですから スペイン風邪の感染は当然 

防げなかったそうです。  

 

こういった状況は太平洋戦争のときまで続きましたが、こうした逆境を見た GHQ マッカーサーの部下が 「病院の

給食をつくろうよ」と言ってくださり、今のような病院機能ができたそうです。  

 

人は 順境で成長・発展するのではなく、逆境でこそ 成長・発展することができる、そのようなことをあらゆる歴史

から学べます。 凧揚げをすると追い風では高く舞い上がりませんが、逆風だと高く舞い上がるのと同じです。 

 

ですから、ストレスフルな毎日かも知れません。 しかし乗り越えられない試練を 天はあなたに与えません。 



乗り越えられる試練が与えられたと思い、 それを乗り越えようではありませんか。 

 

さて、 

緊急事態宣言を待たずして 群馬県知事の奔走により 相次いで各市町村の学校の開校措置が閉校へと変

わっております。 この状況を鑑みると 早めにお伝えすべきことはお伝えしたいと思います。 

 

以下、 今後のマイセルフの方針・新型コロナウイルスに対する考え方などについて お話し致します。 

 

塾生へのメッセージ その１   

今後の授業について 

まず 塾生のみなさんへ 一番伝えたいことがあります。 

キミたちは まさに こういう「国難を乗り越えるために 自立学習塾に通っている」のです。 

 

自立とは 自らが自らを助ける力をもつことです。 J.S.ミルも言いましたが、「天は自ら助くる者を助く」わけで

す。 

よって 

キミたちは 自分で自分を律し、目標を達成できるのだろうか？ 今 それを試されているわけです。 

 

家庭にいれば、保護者の方が仕事であれば、だれもキミの行動を監視しないでしょう。 

だからこそ キミは自分の力で、自分を支えねばならない。勉強しなければならない。 

ここで ゲームばかりやっていては  ダメです。 

ゲームの中では 満足感はあるだろうけれども、肝心のキミ自体は 何も成長していない。 

でも勉強は やればやるほど 自分が変わる。   

 

この科目は「好きだから やる」 とか 「嫌いだからやらない」。 そんな声をよく聴きます。 

私に言わせれば  そういう基準を持っている限り 子供です。 

 

大人は 基本 「好きか嫌いか」で生きていない。  

 「いいか悪いか」で判断する。 では 

 いつからキミは 大人になるのか？ 「今」じゃないのかな？ 

 小学生も中学生も高校生も、こんなときにこそ 大人になるチャンスを得ている。 

 

今こそ大量に行動しよう。 行動量に応じて 結果が出るはずです。 

今まで結果が出ないのは キミの行動が少なすぎるからで、大量行動をした者が結果を出さないはずがない。 

塾の先生が 全力をつくしたところで キミがやらねば意味はありません。 

 



勉強は スポーツや趣味とちがって 努力した者は必ず報われるものです。 

 

【学校の授業にかわる 予習映像授業を自宅で見られます】 

マイセルフではすでに受験生を中心に 

「オリジナル受験テキスト」 

「新学年 予習映像授業」（4月・5月分の予習をバッチリやりましょう） 

「自宅から参加できるホームルーム」 

「受験生、高校生の LIVE配信授業（たとえばリスニング）」 

の用意ができています。   「5月号 NL その２」 で順次案内していきます！ 

 

【授業の運営について 保護者さまへ】 
 

 

マイセルフ・サミットでは 

コースに応じて 学校の教科書準拠の映像授業 配信、受験専用のテキスト・受験映像授業 配信などをご用

意しております。 ご家庭での学習を実施することができます。 

 

社会の情勢を鑑みて 

しかるべきときに、「全授業の遠隔化」としますので、 そういったときを想定して以下記します。 

（場合により、遠隔化できない講座も発生しますので そのときは別途ご案内します） 

 

 ※ 映像授業をご自宅で実施する場合、wifi（ワイファイ）などのネット回線が必要です。政府の発表ではルータ

ーを貸し出す、通信業からは 25歳以下のスマホなどの通信料については、追加料金をすべてゼロ円にするとい

った発表もあるようです） 

 

 ※ 詳細は 「5月号NL その２ 」に 必要な タブレット・PC環境等を掲載いたします。 

 ※ もし機器の設定の仕方でお困りのことがありましたら、ご遠慮なく校舎に機器をお持ちください。 

 

 

 

 

 

 

 



遠隔授業（Zoom）を適用する場合の授業について 

中学生・高校生 

目標管理：    毎日授業で行っているように「目標設定」を行う「セルフ日記」を行います。  

進行管理：    これまで通り「進行表」「ロードマップ」をつけます。 

 

質問対応：    

これまで通り 分からないものは質問できます。  

英国社については 主に講師が遠隔授業において即答できると思いますが、 

理数の計算系については 講師も解く必要が出てきます。 質問対応日 2日前には LINE、メールなどで

写メ（写真添付のご連絡）をください。対応を考えます。 

 

遠隔ホームルーム：   

目標にまつわる話・行動科学・哲学・コーチング・心理学など今までの話に加え、 

孫子、禅などのユニークな話も入れていきます。 （写経もあります） 

 

遠隔 LIVE授業：    

高校生・受験生を中心にライブ配信を行うことも考えます。高校生はリスニングもやる予定です。 

中学生用の ライブ授業はほぼ マイセルフのホームページに Youtube映像として取りためてあります。 

 

映像授業：     

マイセルフの映像授業で 学校で行われるはずでありました 4月・5月の予習が可能です。 

 

テキストチェック： 

お子様がさぼらないよう、校舎に直接提出してもらいます。 講師がすべて目を通しますが、厳しく見ますのでや

り直しといわれないよう、解きなおしもしっかりやっておくようにしましょう。 提出日は 週 1 回 火曜日、各校舎の

ポストへの投函を想定しています。 

 

小学生 

Lepton ： 遠隔でスピーキング・リーディングを行います。  

       ファイナルチェック（テキスト終了時）は校舎で受けて下さい。 

そのときにテキストをお持ちいただき、5分以内にすべてチェックさせていただきます。 

ふだん 教室にテキストを置いている場合、持ち帰りください。 

算数・国語：予習映像授業を配信いたします。 

適宜 Zoomまたは 対面でのチェックをさせていただきます。 

 



英検：英検授業を配信いたします。 

適宜 Zoomまたは 対面でのチェックをさせていただきます。 

 

速読：ご自宅でできる授業を配信いたします。 

適宜 Zoomまたは 対面でのチェックをさせていただきます。 

 

昨年より マイセルフスタッフは 各教室の遠隔ミーティング、質問対応をたくさん行ってきました！ 

 

多少の操作ミスはあるかもしれませんが、お子様が楽しく活気をもって勉強できるはずです！！ 

 

 

最後に 

ホームページ上段（検索：マイセルフ）には 「マイセルフの連絡掲示板」もすぐに見られ

るようにしています。LINE でのやりとりもできますから お困りのときは遠慮なくお申し

出ください。 そして どうぞご安心ください。 お子さんが さぼっていましたら保護者

のみなさまが悩むよりも、マイセルフに伝えてください。厳しさと愛情を持って指導いたし

ます。                     マイセルフ塾長 Marty 萩原より 

 

塾生へのメッセージ その２   

新型コロナについて 

 

新型コロナについては、さまざまな情報が飛び交っています。 

まず新型コロナは、感染力は強いですが、エボラ出血熱のような一撃必殺のようなものではありません。エボラ出

血熱などの致死率 100%の病気は 人を死なせてしまうとともに それ自体も消滅しますから、そもそも人には感染

しません。ということは、感染する＝致死率が恐ろしく高いものではないということです。  

 

 また、これまで人類は多種のウイルスを闘い、生き延びた種族です。よって わたしたちは基本的に免疫力

を持ち、打ち克つことが可能です。 

 

私たちが 気を付けるべきことは  

「私たちが感染者かもしれない」という前提で 「高齢者」や「基礎疾患を持つ方々」、「重いぜんそく患者さん」

などに対して 肺炎を引き起こす新型コロナをうつさないということです。  それが医療機関・福祉施設で戦

っていらっしゃる従事者の方々のためにもなります。 新型コロナは 感染力が高く、速いです。ひょっとすると

異なる形態の危険なコロナウイルスに変容している可能性もありますから 素早く広がるのは絶対に防がねばなり

ません。 

 



ですから 私たちは 

マスクをつける、手洗いをする、消毒をするなど、基本的な衛生行動をとることです。 

そして、免疫力をつけねばなりません。 

 

免疫力をつけるために、栄養をとる、睡眠をしっかりとる、運動をする、ということが大切です。  

 

 今、運動が少なくなっているかどうかは体重計・体脂肪計にいつも乗っていれば わかるはずです。 「4 月号ニ

ュースレター」にも書きましたが、体重計に乗ると 「〇〇kg」と数値がでますよね。 いつも乗って入れば数値を意

識ができます。 できれば、自分の手帳、自分のカレンダーなどに記録するといいでしょう。  「やせなさい」とは

言っていません。成長期ですから痩せすぎても困ります。 そうではなく、体重という数値を意識したり、記録す

ることで 自己の運動が足りているのか、不足しているのかを考えるための大きな 糸口になると思うので

す。（身長もおよそでよいので 測るといいですね。成長の喜びもあるはずです）  

 

余談ですが、成功者は必ず「記録」しますからね。 CM でも有名な「ライザップ」で 有名人が続々やせていくの

も、トレーニング以上に 記録の効果があるのです。  

 

最後に、 

塾長の私は このマイセルフを「日本一の塾」にする決意を持っています。  

 

まだまだ志なかばです。 

だからこの新型コロナ騒動の結果、経済がどうなるのかわかりません。 

が、 負けるつもりは毛頭
もうとう

ありません。  

 

マイセルフの講師の先生たちと一緒に この逆境に打ち克
か

ちましょう。  

打ち克つのは 「自分」、堕落してしまう「自分の心」です。   

 

敵は 「新型コロナ」と、「自分の心」ですよ。  

 

 

※コロナにかかった人には 絶対に「罪はありません」からね。 

まちがえないでください。人を憎んではいけない。憎しみには憎しみが返ってくるものですしね。で、

自分が もし感染したときのことを考えてください。キミは 他人から どういうふうに自分を扱って

ほしいですか？  その気持ちを考えて接するのが人として正しい生き方に通じるものと思いますよ。 

 

 

 



 

では、塾生諸君。 

しかるべきときに しかるべき判断をとります。  
 

マイセルフという 夢を叶
かな

える 

「高速列車」に乗り遅れないよう、 

 しっかりついてきてください。  
以上               

 

  塾長 Marty Bush 萩原正欣 

 

 

 

 

 

５月号ニュースレター その２ 予告 
 

 

☑ ご家庭での PC タブレット スマホ設定マニュアル 

☑ ４月・５月に行う 新学年予習教材・受験教材 

☑ ４月・５月に行う 目標管理のためのセルフ日記 

 

などについて お知らせいたします。  

４月１４日（火）からの配布予定です。 


