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 新年あけましておめでとうございます。昨年も生徒

諸君と保護者の皆様のおかげで愛夢舎にとってはと

てもいい年になりました。もちろん、なかなか収束を

見せないコロナ感染症には悩まされていますが、それ

でもこうやって毎日生徒たちと楽しく過ごさせて頂

けていることはこの上ない幸せだと感じております。

今年も愛夢舎をよろしくお願いいたします。 

 さて、今年は２０２２年。この４ケタを見るとなん

か不思議ですね。私は１９６０年代の生まれ。そんな

私からすれば、この数字はまさに「未来」（笑）当た

り前ですが５０を過ぎた自分を思い浮かべることも

できませんでしたし、スマホでリモート会議をする日

が来るなんて！ホントすごい時代になったものです。 

 ただ、ひねくれ者の私はもろ手を挙げてこれらの技

術革新を喜べません（苦笑）。恐怖も感じてしまうの

です（心配性・・・）。カーツワイル博士は２０４５

年にシンギュラリティ（AI の力が人間を抜く）がや

って来ると予想しました。そして日本の内閣府も正式

にムーンショット目標（まさに仮想空間でアバターを

使い人間が時間や空間に縛られず活動する）を明言し

ました。このムーンショット目標は２０３０年にはあ

る程度カタチにされ、２０５０年には完全に「そうな

る」というのですから驚きです。ＳＦ映画好きな私で

もさすがに怖いです。あの映画マトリックスが現実の

世界になるんですものね（苦笑）。 

 アドラー博士は人間の悩みはすべて「人間関係」に

集約すると言っています。たとえばその悩みが「お金」

の悩みだったとしても、自分と関係する他者が存在し

なければ「お金」は何の役にも立たない。だから、世

の中に自分しか存在しなければ「悩み」はすべて消し

去られる、と。なかなか強引ですが説得力はあります

ね。でも、周りに他者がいなくなったとしたら、私た

ちは本当に幸せなのでしょうか？私はそんな世界に

生きたくありません。同様に科学技術により世の中が

便利になった結果、他者との触れ合いが希薄になるの

であれば、そんな世界も同様に味気ないです。きっと、

今私が感じているような幸せは味わえなくなること

でしょう。生徒たちが、私の言うことを聞いてくれな

い、部下たちが私の言うことを理解してくれない・・・

なんて愚痴を言っているうちは幸せなのでしょう。愚

痴を言いながらも生身の人間同士触れ合えてナンボ。

ケンカして言い争って、泣いて笑って、最後は「雨降

って地固まる」ならいいじゃないですか（笑） 

 今年もみんなが幸せを感じられる「場所」になれば

私も幸せです。どうか今年も皆様のご理解を頂き、そ

んな愛夢舎を応援していただければうれしいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんにちは。初めまして、講師の岡村睦音といいます。生きてきた中で（まだ 19 年ですが）睦音という

漢字を 1 回で読めた人は居ません。是非当ててみてください！答えはこの文章の最後に載せておきます！ 

今回何を書くか考えたのですが、イマイチ分からなかったためもう自由に 

書きます！僕がどんな人か分かって頂けたら幸いです。 

初めに、僕は勉強が大嫌いです。そのため、こうして生徒の前に 

立って｢勉強しろー！！｣と言うのは何だかな〜と思います。（笑） 

何故勉強が嫌いなのか、それは僕が中学受験をしたことにあります。 

中学受験ということは、小学 4 年生位から塾に通います。毎日遊 

びたいのに勉強。見たいテレビがあるのに勉強。塾に行ったら 

｢今のお前に受かるわけないだろ！｣と言われ落ち込む日々。 

こんなの勉強嫌いになって当たり前ですよね（笑） 

嫌々勉強して受かった中高一貫校でも勉強嫌いは続きました。しかし 

高校 3 年生のある日、僕はある先生に出会って人生を変える一言を言われました。それは、｢岡村は何が

したいのか分からない｣です。え？ここはドラマみたいなロマンチックな言葉が来るんじゃないの！？って

思いますよね！（笑）でも本当にこの言葉が僕を変えたんです！その日から僕はやりたいこととは何かを

探し、それに向かって努力するようになりました。 

つまり、結局人って自分から変わろうとしなきゃ変われないってことです！いくら僕がやる気のない生

徒に｢頑張ろう！｣と言ったところで本人にその気が無いと変わりません。でも大丈夫！こんな僕でも変わ

れました。（約 8 年かかったけど） 

いつか必ず自分で変えなきゃと思う日はくるはずです！だからその日まで見守るということも大事だと

僕は思います！僕もまだまだ変わりたいところだらけです。 

一緒に、成長していきましょう！今後とも何卒よろしくお願い致します。 

岡村睦音（おかむら むね） 

 

副塾長からのスタッフ紹介        
 いつも元気はつらつオロナミンＣ的な笑顔で生徒と話している姿の岡村先生を見ると、 

中年オヤジ先生はうらやましくなります(笑)。上のメッセージもいいですね。そう、「言葉」で人の

行動は変わることができます。愛夢舎の先生方も、いろいろな「言葉」をかけて、生徒の行動が変

わるよう努力しています。生徒たちは、今年何か１つ行動を変える「目標」を考えてみよう！ 

中３ もうすぐ開講の冬ゼミ！ 

「点数を取るための作文術」 1/12締切 

「超基礎科学塾」 1/12締切 

※追加の申込書が無い方はお申し付けください。 

私立高校進学予定の諸君、卒業おめでとう！ 

私立高校進学の諸君は今月いっぱいで愛夢舎卒業ですね。嬉

しいような寂しいような・・・。３月に「高１準備講座」（3

月中授業+春期講習 18,700 円）も開講予定です。英数国の高

１の学習内容を先取りしちゃいますよ。参加希望の方は別紙

にてお申込下さい。 

第２回小３～小６・中１～中２ 実力模擬試験 

さあ、今年度最後の実力模擬試験です（本科生は必修）。 

１月１６日（日）に実施します。今の時期は数字（得点や偏差値や順位）にとらわれることなく、「どの分

野が理解できていて、どの分野が理解できていないのか」を知るための材料として下さい。なお、先日配布した

実力強化問題集「Pal Jr.」または「A Pal」・「B Pal」で事前に練習し、試験当日に提出してください。 

高１・高２実力模試 ２月５日（土） 

さあ、先輩たちは大学一般入試本番直前です。高１・高２諸君はその先輩たちの勉強している姿をよく観察する

こと（あまりジロジロ見ると失礼だけど・・・）。そうしていると、来年・再来年の自分をリアルにイメージできる

はず。そして、そして、そんな自分がリアルにイメージできれば、今度の模試に気合が入るはず。 現役で難関大

学に合格したいなら、今から本気本気本気モードにならなければダメですよ。諸君の本気モードマックスを期待！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～２月のご納入金額について～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 上記の金額を 1 月 28 日(金)に指定の口座より引落しさせて頂きます。 

＊ 特別講座受講生、兄弟割引該当生等は上記金額と異なることがございます。 

別紙にて明細をご報告させて頂きます。 

 

１月生まれのみんな 

お誕生日おめでとう！ 

 

小３ ２月分諸費用 2,000 円

小４ ２月分諸費用 2,000 円

小５ ２月分授業料 14,300 円 11,000 円 7,700 円

小６ ２月分授業料 14,300 円 11,000 円 7,700 円

中１ ２月分授業料 23,100 円 18,700 円 12,100 円

中２ ２月分授業料 23,100 円 18,700 円 12,100 円

中３ ２月分授業料 34,100 円 28,600 円 14,300 円

高１･高２ ２月分授業料 25,300 円 14,300 円

高３ ２月分授業料 45,100 円 36,300 円 25,300 円 14,300 円

１コマコース

３科コース ２科コース

１コマコース２コマコース

３科コース ２科コース

５科コース ３科コース 単科コース

単科コース

単科コース

４コマコース ３コマコース ２コマコース

中３受験校 最終確認 
12 月に一度「受験校調査」をご提

出いただきましたが、状況によって変

更等が入るご家庭もあると思います。 

お手数ですが、別紙『受験校 最終

確認』を必ずご提出下さいますようお

願いいたします。 

中 3 入試予想問題演習 

さあ、高校入試までラストスパートです。私立高校入試までは３

週間、県立入試まで２ヶ月を切りました。 

そこで県立第一志望者にとってはうれしい『県立入試予想問題演

習』全５回（1/16,30,2/6,13,20 の日曜日 13:30～18:30）を実施し

ます。本番の県立入試とそっくりな模擬テストで得点力をつけます。

真剣に受検し、採点後返却されたらしっかり復習をやってください。 



 

 

 

 
 
 
 

2022 年 １月 

 
 

2022 年 ２月 

         ＨＰ    ブログ   

I’m Sure.  学習塾 愛夢舎 武蔵藤沢教室            

Tel 04-2960-5336 Fax 04-2995-8022 ✉aimusha@jk9.so-net.ne.jp 

日 月 火 水 木 金 土 

26 27 28 29 30 31 1 
冬期講習① 冬期講習① 冬期講習① 冬期講習① 休館日 休館日 休館日 

2 3 4 5 6 7 8 

中３正月特訓 

 

中３ 

正月特訓 

休館日 冬期講習② 

 

冬期講習 

    ② 

冬期講習 

    ② 

出陣式(中3･高3のみ) 

３年８回北辰テスト申込締切 

9 10成人の日 11 12 13 14 15 

休館日 休館日 

 

３学期 

スタート 

   大学入学共通テスト 

16 17 18 19 20 21 22 

小3～小6･中1･中2実力模試② 

中３入試予想問題演習① 

大学入学共通テスト 

     英検③１次試験 

私立高校推薦入試開始 

23 24 25 26 27 28 29 

       

30 31 1 2 3 4 5 

中１保護者会② 

３年８回北辰テスト(希望者) 

中３入試予想問題演習② 

     高１･高２実力模試② 

日 月 火 水 木 金 土 

30 31 1 2 3 4 5 
中１保護者会② 

３年８回北辰テスト(希望者) 

中３入試予想問題演習② 

     高１･高２ 

実力模試 

6 7 8 9 10 11建国記念の日 12 
中３入試予想問題演習③ 

３学期期末対策集中学習日① 
   県立高校願書提出 休館日  

13 14 15 16 17 18 19 
中３入試予想問題演習④ 

３学期期末対策集中学習日② 
県立高校願書提出 

中１･中２北辰テスト 

申込み締切(希望者) 

  県立高校 

志願先変更 

県立高校 

志願先変更 

 

20 21 22 23天皇誕生日 24 25 26 
中３入試予想問題演習⑤ 

３学期期末対策集中学習日③ 
 2021年度 

平常授業終了 
向原中3学期期末ﾃｽﾄ 

  

平常授業 

なし 

平常授業なし 

県立高校入試 

(学力検査) 
向原中3学期期末ﾃｽﾄ 

県立 

高校入試 

(実技･面接) 

休館日 

27 28 1 2 3 4 5 

休館日 

 

2022年度平常授業ｽﾀｰﾄ 

中学直前講座開講 

 

   県立入試 

合格発表 

 

各学校の行事予定を参考にしたうえで愛夢舎の行事予定も変更されています。先にお

配りしている行事予定表やニュースレターよりもこのニュースレター１月号の行事

予定が優先されます。ご注意ください。 

※学校の予定は変更になる場合もあります。 

上藤沢･藤沢･武蔵･ 

豊岡･入間川･富岡中 3学期期末ﾃｽﾄ 

三ケ島中 3 学期期末ﾃｽﾄ 


