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今年1年間はいかがでしたか？今が、やり残したことを片付ける絶好のチャンスです。

月日の流れるのは早いもので、今年も残り1ヶ月となりました。
皆さん、この1年間はどうだったでしょうか？うれしいことに、IEに
通い始めてくれた多くの子たちが、この1年間で大きく成績を上げ
てくれています。皆さんにとって飛躍の年ではなかったでしょう
か？
さて、およそ11ヶ月前、今年のお正月を思い出してください。多く
の人たちが、今年の目標を心に誓ったことだと思います。お父さ
ん・お母さんに「大きな目標」を宣言し、お年玉をおねだりした人も
いるかもしれませんね。そんな、目標は達成されたでしょうか？ま
だだという人は、あきらめるのは早すぎます。まだ、1ヶ月以上
残っています。最後まであきらめずに、今年の目標達成を目指し
てください。そして、来年のお正月、更なる目標を決めてください。
そうすれば、お父さん・お母さんからのお年玉が増えるかもしれま
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風邪の予防と風邪にきく中国茶！
風邪をひいたら紅茶が一番♪

感冒了!!!台湾の友人からメールが届
きました。彼女はどうやら「風邪ひい
ちゃった！」らしいのです。そこで私が
送った返事は、"You should drink a
cup of chinatea!"でした。
私はいつも風邪を引いてしまった場合
には紅茶を、風邪の予防に中国緑茶を、
みんなに勧めているのです。
そこで、今回は、「なぜ、お茶が風邪
に効くのか？」と題して、お茶の威力を
探って見ましょう♪

風邪には中国紅茶を！

今年の台湾は、とても天
候不順で、台風も多く、地
震もあったりと、このとこ
ろストレスをためてしまっ
ていた彼女。風邪を引いて
しまうのも無理はありませ
ん。そんなときはあったか
くして、寝ているに限るの
ですが、食欲もなくて、何も食べたくな
いというときに、是非おすすめなのが、
「中国紅茶」。
日本では紅茶というとどうしてもイン
ドやスリランカの紅茶を思い浮かべます
が、中国紅茶にも非常においしい紅茶が

感動するほど合格する

せんよ!?
受験生の皆さんにとっては、総仕上げを行なう時期にさし
かかりました。夏休み以降、自分たちががんばってきたことを
信じ、実践力・総合力が養える勉強法に切り替えていってく
ださい。受験生以外の皆さんも、来年はまたひとつ学年が上
がり、より難しい内容を勉強していかなければなりません。今
のうちに、今の学年の復習をしっかりやるようにしておきま
しょう。
さぁ、12月です。楽しい、クリスマス・お正月を迎えるために
も、手洗い・うがいをしっかり行い、睡眠を十分にとり、体調を
万全に整えておきましょう。12月17日(土)は、WinBeでクリス
マスパーティーをやります。IE生の皆さんも大歓迎です。お友
達を誘って、クリスマスパーティーに来てください。

あるのです。私が風邪の時に飲む
紅茶は、「九曲紅梅（きゅうきょ
くこうばい）」、「祁門（きーま
ん）」、「[シ真]紅（でぃえん
ふぉん）」といった中国紅茶。特
に、「[シ真]紅」は、ダージリン
を髣 （ うふつ）とさせるおい
しいさ。また
の祁門 茶は、
安物にありがちなス ーキーな香
りは とんどしない、とても香り
の い紅茶なのです。
で、こんなおいしい紅茶がなぜ
風邪に効くのかというと、それは
紅茶の
に
が されて
います。緑茶や
茶の場合は、
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茶葉を摘んですぐ、あるいはしばらくして発酵を止めて
しまいますが、紅茶の場合は、茶葉を摘んだ後、完全に
発酵させてから、乾燥します。この完全発酵によって、
茶葉のポリフェノールが酸化して抗菌
性の強い色素
「紅茶色素テアフラビン」が生成され
るのです。テアフラビンは、細菌やウ
イルスを撃退する効果があり、風邪や
インフルエンザに効くといわれていま
す。最近時々耳にする「紅茶フラボノ
イド」と呼ばれる「カテキン、テアフ
ラビン、テアルビジン等を含む、紅茶
に含まれる抗酸化物 」の中で、もっとも抗菌
が
されるのは、このテアフラビンの効果だといわれてい
ます。
さらに、紅茶 特の やかな香り成 である「テル
ン」が、 をリラ
スさせるので、ア
テラ ー効
果が発 され、 の
治 力も
するというわ で
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元大手中学受験進学塾講師で、現在、日本全国で教
育者に感動のセミナーを開催されている木下晴弘先生
は、日頃の授業中から感動を子供たちの中に起こし
て、やる気にさせていたそうです。そして、先生はこ
う言いました。「感動はプロデュースできます。」
今日は、木下先生の著書、「ココロでわかると必ず
人は伸びます」から感動の出来事を拝借します。

感動ということについて、 私は塾生活の最後の何年かで不
思議なことを発見した。子どもを入試の直前に感動させると合
格率が上がるのである。なぜだかはわからない。数も多くはない
のでどこまで厳密な観察であるか、確かなことは言いにくいのだ
が、そういう傾向があるのは核心している。感動させるといっても
特別なことをしたわけではない。
最後の1年を必死に頑張ってきた受験生には私た
ち講師も熱い思い入れがある。当日、入試の会場
で私は子どもたちを一室に集め最後の訴えかけをす
る。本当に受かってほしくて、心から言うのである。
「今日は素晴らしい舞台が用意されたね。ここまでく
れば今まで勉強してきたことを書いて出すだけだ。そ
の結果はダメでもいい。別にいいじゃないか。頑張っ
てきただけで素晴らしいんだ」頭の片隅には、頑張っ
た子と同時に頑張っていない子の姿もよぎった。け
れども、私たち講師が見て頑張っていない子という

す。女性は、香りに敏感なの
で、私は彼女に、香りのよいお
茶を選ぶことをすすめたいと思
います。
ですから、風邪で寝込んでし
まったときには、紅茶と消化に
よい果物やお菓子を取って、安
静に寝ているのが一番。これが
私の風邪治療法です。
※紅茶：茶葉を乾燥させ、徹底
的に揉みこむことによって酸化
発酵を最後まで行わせた茶。紅
茶と呼ばれるのは、茶碗に淹れ
た茶の水色が赤くな
るからである。中国で
される紅茶は
で したかのような香りがすることが多
く、
に 葉で すものもある。
日本での中国茶の
である、「
茶」は、ある
発酵を ませてから
理を行った茶で、「 茶」に
され
る。
茶と呼ばれる理 は、色が のよ
うに く、揉みこまれた茶葉の
が の
に ているからともいわれるています。

12月の予定表

のは、自分自身でも頑張っていないということを痛いほど感
じている。だから、自ら頑張ったと思わせないと戦う前から
負けてしまう。とにかくもうここまできたら、自分のやってきたこ
とに自信を持ち、力をすべて発揮してもらうしかないのであ
る。「もうここにいること自体が大変なことや。宿題をサボった
ことも確かにあるやろ。しかしそれでもこの会場にやって来
て、ここに座っている。授業を受けたということは勉強してい
たということだよな。これをほかの人たちはなかなかできない
んだ」そんなことはない。できている生徒はたくさんいる。だけ 12月18日(土) X'masパーティー＠WinBe
どそう言うのである。「ただな、これだけ用意された舞台、君
たちの力だけでできたことかな。だれかの力もあるやろ。ほ
かに力を借りたやろ？」すると「お父さん、お母さん」という声
が上がる。中学受験では親がついてきて会場のなかにい
る。そこで私は言う。「そうやな。じゃあ今から入試会場に行
くけど、その前に一分間だけお父さん、お母さん
のところに行ってお礼を述べておいで。ありがと
う、頑張ってくるからね。そう一言言えば結果は問
題じゃない」すると子どもたちはパーッと散って
「今までありがとう」と伝える。そんなことをされたら
グッときて、親たちは思わず泣く。親の涙を見て
泣く子どももいて、みな感動に震えているのがよく
わかる。私は「頑張れ。存分に闘ってこい」と熱
い拍手を送り、みなを出陣させるのである。する
とどうだろう。合格するか落ちるか半々といった
線上の子どもがみな見事に合格するのだ。

冬休み(冬期講習)期間中の授業日時について

冬期講習期間中(12/23～1/9)は、通常授業分も含め、毎週お約
束している曜日・時間に関係なく、お子様お一人づつ専用の時間
割を12月20日頃に送付いたしますので、専用時間割にてご来塾
いただけますよう、お願い申し上げます。保護者面談時にお渡し
した日程表は冬期講習のご受講に関わらず、期日までにご提出
いただけますようお願い申し上げます。

～12月03日(土) IE保護者面談
12月03日(土) 冬期講習申込一次締切り
12月04日(日) 休校日・自習室もお休みです
12月11日(日) 自習室解放(午後3時～)

12月19日(日) 休校日・自習室もお休みです
12月23日(金・祝)～1月9日(月・祝) 冬期講習
01月01日(日) 元旦特訓(受験生のみ)
01月02日(月)・03日(火) 休校日
01月09日(月・祝)
コンピュータテスト(ぜんけん模試)
中3・小学生:午前、中1・2:午後(予定)
01月11日(水)～13日(金)
市内中学校で後期期末テスト(中3のみ)
01月21日(土)～ 私立高校入試
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