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　いまだ行き先の見えないBrexitのニュー
スが日々騒がしく報じられる中で大きな争
点のひとつが、EU加盟国であるアイルラ
ンド共和国と英国の一部である北アイルラ
ンドが直に接する陸上の「国境線」を、
どう扱うべきかという問題だ。
国土がある以上国境線なんてあって当然な
のに、なぜ今さらそんなことが問題になる
のか。実際、地図を見れば、イギリスとア

イルランドの間には、確固とした国境線が「ある」。それに沿って国境線を管理して、二国間
を行き来する物品については、必要に応じて関税をかければ良いではないか。特に「本土
（Mainland Britain）」に暮らす人は、そう思いがちだろう。
　1960年代の終わりから約30年間のうちに、政治的理由で3500を超える数の人々が殺され
た。そんな話を耳にしたら、一体どこの物騒な国の話かと思うかもしれない。けれど、それ
は確かにイギリス国内で起きたことである。「ユニオニスト（プロテスタント系住民の一部。
北アイルランドは英国であると主張する人々。過激派はローヤリストとも呼ばれる）とナショ
ナリスト（カトリック系住民の一部。北アイルランドをアイルランド共和国に返すよう主張す
る人々。過激派はリパブリカンとも呼ばれる）の対立」がもたらしたテロ・殺人・暴力行為
を含む様々な政治的衝突は、まとめて「The Troubles」と呼ばれている。

　大量の血を流したあとの落としどこ
ろが、「Good Friday Agreement」と
いう和平合意だった。結局、北アイル
ランドは英国の領土として落ち着くと
同時に、北アイルランドとアイルラン
ド共和国の間の国境は、パスポートコ
ントロールも国境線警備も何もない、
日本でいうなら「県境」のような緩や
かなものになった。そうすることで、
ユニオニスト・ナショナリスト双方を
一応納得させたのである。

国 境 の ゆ く え



「Good Friday Agreement」から20年経った現在、
北アイルランドは表面上は平和に、「The Troubles」の
爪痕を観光スポット化すらして、21世紀の世界を生きて
いる。それでも、たった20年を遡っただけで掘り返すこ
とのできる傷は、まだ生々しい。現在進行形の問題も含
め、政治であれ、文化であれ、歴史であれ、そこに住む
人々のことであれ、北アイルランドを理解するために
は、ユニオニストとナショナリストの対立について、
前提として知らなければならない。
　国境をどこにどのようにして定めるか、ということ
は、従って北アイルランドにとって、非常に繊細な問題
である。だからこそ北アイルランドは、国民投票は
Remainに票を投じたのだ。実際の国境を強化したら、
ナショナリストが黙ってはいない。だがグレート・ブリ
テン島とアイルランド島の間に経済上のボーダーを定め
たなら、本土から北アイルランドが切り離されるも同然
で、それはユニオニストにとっては耐えられない屈辱な

のである。まさかここから一気に「The Troubles」の時代に逆戻りはしないと思いたいが、
そもそもBrexitは、国境の問題に関する限り、開けてはならないパンドラの匣だった。
匣の底に、我々は希望を見つけられるだろうか。今はただ、政局を見守るだけである。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S. Kanohara
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予習派？復習派？？あなたのお子様はどちら派でしょうか？？ 

私は予習派でしたね☆わからないところに？（ハテナマーク）をつけて授業に臨

んでいました。 

【集団授業の場合】 

予習にチカラを注ぐか、復習にチカラを注ぐか、それはタイプによるので一

概には言えません。ただ出来れば『今日なにやるのかな？？』とその日の学習内容に目を通し

て来てもらえると嬉しいです。予習をすれば、今日は何を勉強するのか心構えが出来るし、自

分がいまひとつ理解できなかった部分を重点的に授業で聞けばいいので、集中力の加減がしや

すいです。

ずっとずっと授業に集中し続けることは、結構しんどいです。自分でメリハリをつけて、授業

に臨んでほしいなぁと思います。これさえ出来てしまえば、授業内だけで自分の弱点が克服

できているかも知れません。

自分の弱みを見つけることはとても大切なことです。弱みは見つけてしまえば、それはもう

弱みではありません。どこが弱点なのか、わかっていないから不安になって、親御さんも

やみくもに問題集を解かせてみたり、家庭教師の時間を増やしてみたりする。

結果、やりきれない山積みの問題集…心あたりはありませんか？

おカネだけかかって、結果のでない、浪費された学習時間。それはムダになってしまいます。 

勉強は効率よく、集中して行いましょう。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 IMR　国語科 

   

予習、復習の大切さ



新しい教育プログラム導入により、
ウェブサイトを作成しました！ 今までの塾、予備校、家庭教師

といった枠組みを超えた教育
サービス！
ぜひご体験ください。

ーオンラインレッスン生募集ー
Eden × IMR プロジェクトでは海外に住む子供たちが帰国した後も全面的にサポートをしてい
ます。ロンドン在住の方への先行サービスとして、四谷大塚等の特に中学受験の算数に特化し
た、オンラインレッスンをスタートします。レッスンは日本在住のプロ講師によって行われま
す。先着３名様限定で申込み受付致します。お問い合わせはIMR Education Ltdまで。
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中学受験コラム- 算数への取り組み方
Q.	 受験算数で大切なこととは？
A.	 抽象概念のイメージを広げることです。漠然(ばくぜん)と読んで漠然と「こうだろうか」と考えて
も、なかなか正解にはたどりつけないですよね。この問題のどこがポイントなのか、間違えたのはどこ
で錯覚(さっかく)したからなのか、何故(なぜ)そういうことが起こるのか、子供にイメージを膨らませ、
伝え、確認させます。具体的にいうと、５年生までは黒板に図や式を書いて説明し、子供に発言させ、
反復練習させて、イメージを確かなものにすることに力を注ぐことが大切です。

Q.	 イメージを確かなものにしたら、次のステップは何ですか？
A.	 思考力です。 思考力があるということは、イメージする力もあるということなのです。イメージ
力は徐々に掴んでいくものなので、一朝一夕には身はつかない。習得には個人差がありますが、時間を
かけることも大切です。実際の入試問題も、その場で出題の意図をイメージして解く問題が増えていま
す。忍耐強く問題をたくさん解く必要があります。
その一方で、忘れる前に反復、復習することが大事です。
授業で覚え込ませても、必ず忘れます。
忘れる前にもう一度やるしかありません。

問題のイメージを掴んで解くことが確実に自力でできるよう
になったという手ごたえを得るまで解くしかないのです。

（執筆；Eden×IMR 代表　居村 直希）
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“I’m going Bananas.” - 「バナナになる」！？

英語には果物を用いた比喩表現が多数存在します。果物の特徴を直接的に捉えたものから歴史
的、文化的背景に基づく表現まで様々です。今回はそんな英語の表現より少々ユーモラスなも
のをご紹介いたします。

“ I’ll end up going bananas if I have to study for one more 
minute!”
「これ以上勉強したら気が狂う！」
“Going bananas”には二通りの意味があり、一つは「狂った
ようになる、ばかになる」で、もう一つは「熱狂する、
激昂する」という意味です。この表現は比較的最近誕生した
と言われており、1960年代にアメリカの大学生の間で流行

したのが始まりだそうです。もともと「激昂する」という意味の“Going ape”（猿になる）
から派生したとする説が有力です。勉強するのは良いことですが、しすぎてバナナにならない
ように気をつけましょう。          	 IMR 英語科

【6月14日講演会のお知らせ】
IMR Educationでは、家庭教師・個別指導の
Eden代表（東京・世田谷）の居村直希先生をお
招きして、６月14日（予定）に「中学受験の裏
事情」について講演を行います。特に中学
受験算数に特化した内容で、帰国子女の弱みを

強みに変えていく、算数的思考についてお話を

して頂く予定です。また、４月には、日本で

同内容での講演会を行う予定でおります。ご興

味のある方、あるいは、日本に帰られてからの学習サポートについてご相談されたい方は、

info@imr-education.lovepop.jpまで、メールにてお問い合わせください。

mailto:info@imr-education.lovepop.jp
mailto:info@imr-education.lovepop.jp
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FORTUNETELLING
3月の星占い

アストロジェミナスNORIKO
西洋占星術とタロットカードのメール占い師。日常生活にしっかり
活かせるよう、リアリティを意識した占いをお届けしています。 
http://ameblo.jp/nakanakanoriko

牡羊座 3/21~4/20生まれ　
頭の中でアイデアが次々と湧
き出てきます。静かな環境に
身を置く時間を作りましょ
う。次のステップへ移るため
のひらめきが、プレゼントさ
れることでしょう。

牡牛座4/21~5/20生まれ 　
コミュニケーションが活発
になってきます。あらゆる
価値観を肌で感じる事でこ
れまでの考え方がすでに賞
味期限切れである事に気づ
かされるかもしれません。

双子座5/21~6/21生まれ  　
新たな責任があなたに課せら
れる時です。以前なら避けて
いたことも、今の貴方なら乗
り越えられるはず。タフなマ
インドを身につけて活躍でき
るチャンスです。

蟹座6/22~7/23生まれ　 　　
視野が広がり積極性が増す
１ヶ月。あなたらしさがス
トレートに周囲に伝わりま
す。特にクリエイティブな
活動をしている人に良い評
価が得られるでしょう。

獅子座7/24~8/23生まれ 　
今まで気づかなかった自分
の意外な一面に出会いそ
う。他人の言葉や仕草に過
敏に反応しがちな時。ネガ
ティブ思考に注意し、心に
ゆとりを持たせましょう。

乙女座8/24~9/23生まれ 　
人の優しさに触れて心が温
まりそう。一人で抱えこみ
過ぎているならば、誰かに
助けを求めましょう。あな
たを丸ごと受け入れてくれ
る人を大切にして。

天秤座9/24~10/23生まれ 　
マルチタスクに追われ、慌
ただしい月。時間管理を徹
底しましょう。訳も無く忙
しい気分の人は、自分のス
ケジュールを細かく書き出
し、整理しましょう。

蠍座10/24~11/22生まれ   　
心が満たされハッピーな時
間が増える時。インドアタ
イムを優先し、映画や音楽
鑑賞など、感性を優しく刺
激してくれるレジャーを取
り入れてみましょう。

射手座11/23~12/22生まれ 
スピードを落とす月。今自
分が取り組んでいる物事の
現状を確認しましょう。不
備や問題点は小さいうちに
対応を。着実に進める事が
夢を叶える秘訣です。

山羊座12/23~1/20生まれ　
穏やかな人間関係が築ける
でしょう。正論にこだわら
ず、情を優先して。イメー
ジチェンジは大胆に。ソフ
トな印象作りを心がけると
魅力がさらにUPします。

水瓶座1/21~2/19生まれ 　
衣食住のメンテナンスに力
を入れる月。身に付けるも
のや口にするものに気を配
ることで心も体も整いま
す。不要なものは思い切っ
て処分しましょう。

魚座2/30~3/20生まれ　　　
物事をスタートさせる絶好
の機会。ずっと心の中で温
めていた思いを形にしまし
ょう。思考も冴える時。悩
みごとや迷いごとも良い解
決策が得られるでしょう。

ピアノ生徒募集♫

ロンドンでピアノを奏でてみませんか？

レッスンをするにあたり、スキルアップする
ことはもちろんのこと、目標をもって物事や
自分自身へ丁寧に真剣に向き合える精神力を養
い、個々の感性を引き出す、ということを大切
に指導しています。

詳しくはコチラ
→ https://infoukpiano.wixsite.com/home
メールでのお問い合わせは
 info.ukpiano@gmail.com まで。

【講師プロフィール】
東京芸術大学、大学院ピアノ専攻に於いて学士
及び修士課程修了、Trinity Laban Conservatoire
に於いてディプロマ取得。
英国 Tier1 Exceptional talent promise VISA
を取得し、演奏活動と共に後進の指導にも力を注い
でいる。

http://ameblo.jp/nakanakano
http://ameblo.jp/nakanakano
https://infoukpiano.wixsite.com/home
https://infoukpiano.wixsite.com/home
mailto:info.ukpiano@gmail.com
mailto:info.ukpiano@gmail.com


⽣徒作品
知識を⽇々ノートにまとめています。

⼩４ れいくん,　⼩４ しゅんくん,　Mちゃん

自分の作品を発表したい生徒募集！
＊審査の上、掲載いたします。

SUPPORTING COMPANIES

サポートして頂ける会社、個人スポンサー募集中！詳細は下記まで

IMR Education LTD
info@imr-education.lovepop.jp / 020 8001 9766 / The Winch 3rd floor 21 Winchester Road London NW3 3NR

PUBLICATION

星座、宇宙のしくみ
について自分なりに
図や文にまとめてい
ます。先生たちも
おどろきの知識がた
くさん！

IMR（国語科）

自分で漢字を創作してみました。
なりたちまでとってもユニークですね。

IMR（国語科）
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