学塾通信 1 月号 （第 85 回）
～学塾は一人ひとりが目標に向けて真摯に取り組む教室である～
12 月 23 日（月）～1 月 3 日（金）は通常授業は実施しません。

2019 年も残すところもあとわずかとなり、新年を迎えようとしています。
年が明けると、センター試験・中学入試目前です。
受験生のみなさん、ここまでよく頑張ってきました。日を追うごとに不安や緊張が出てくるでしょう。
直前期の今だからこそ「感謝の気持ちを持とう」「勇気を持って挑戦しよう」と伝えたいです。
みなさんの頑張りを一番近くで見守りつつ、応援してくれたのは家族です。直接、感謝の気持ちを伝える
ことができればよいですが、照れや恥ずかしさもあって言葉にすることは難しい年頃かもしれません。
直接でなければ、入試当日の試験が始まる前に心のなかで「ありがとう」とつぶやいてから試験に臨みま
しょう。

失敗を恐れることなく「勇気を持って挑戦してください」
「できなかったらどうしよう」とマイナス思考でいると、良くない結果を引き寄せかねません。「ここまで精一
杯やってきた。結果がどうであれ、受け入れるぞ！」という強い気持ちでいると良い結果につながりやすい
です。
合否が出るのが入試ですが、そこでみなさんの人生が終わるわけではありません。入試が終わってから
がまた新しいスタートです。いろいろな経験を重ねるたびに強く大きくなっていきます。良いこともそうでな
いことも、すべては未来の自分の糧になります。

ここから先、みなさんにできることは、残された時間で十分に準備し試験当日にベストを尽くすことだけで
す。縁があるところに導かれると信じ、入試が終わっても合格発表の日まで勉強の手をゆるめず吉報を
待ちましょう。

いよいよラストスパートです。学塾 7 期生の本気の姿を見せてください。

〇冬期講習会について
12 月 23 日(月)～1 月 5 日（日）まで冬期講習会・入試直前特訓を実施します。
この期間中、通常授業は実施いたしません。
当初予定していた内容と変更になる点があります。以下、ご確認をお願いいたします。
変更前

変更後

G-kids コース 冬期講習会

12 月 23 日・24 日・26 日・27 日

12 月 24 日・24 日・25 日・27 日
時間帯に変更はありません。

入試直前特訓 中学 3 年生
中学受験 小学 6 年生・5 年生

12 月 23 日・24 日
時間帯変更

開始時刻を 12:05➡16:20 に変更
し終了時刻を 20:25 に変更します
（23 日・24 日のみ）。
26 日以降は予定どおりの時間
（12：05～）で実施いたします。

中学受験 小学 4 年生

12 月 23 日・24 日
時間帯変更

開始時刻を 12：05➡16：20 に変
更し終了時刻を 20:35 に変更しま
す。

24 日（火）の中学 3 年生の入試直前特訓はテストが終わり次第終了となります。20:25 以降に終了となる
生徒もでてきますので、ご了承ください。
〇2020 年度費用一覧について
中学受験コースは 2 月（1 月末の引落し）、それ以外のコースは 3 月（2 月末の引落し）から新学年の授業
料となります。よろしくお願いいたします。
2020 年度の費用一覧を同封しています。
コース名等の変更については、前月号でお伝えした通りです。まだ増税による影響がどの程度出るのか
が不透明ですが、できるかぎり授業料を据え置きで提供させていただくために、以下の対応を取らせてい
ただきます。
・2020 年度は年間授業回数を 46 週から 45 週に変更させていただきます（多くの塾では年間授業実施日
数が 42 週であることを踏まえての変更）。
・週 2 回までの授業料についての変更はありませんが、週 3 回以上の授業については授業料を変更させ
ていただく学年もあります。（小学校・中学受験の授業料は変更ありません）。

☆小学生☆
〇新中学 1 年生について
中学 1 年生に進級するにあたり、ご希望の方に面談を実施いたします。
中学生からの受講科目や時間帯、高校受験についてのご相談がある方はアンケートの提出をお願いい
たします。
一般的な進度では 2 月の授業から中学準備講座のテキストを使用します。（進度により時期は前後しま
す。）

☆中学 1・2 年生☆
〇定期テストに対する取り組みについて
中学 1・2 年生の学習に対する取り組みが非常に良くなってきました。
毎年受験生を見ていると、中学 1～2 年生の間に学習習慣が身についている生徒は受験学年のスタート
もスムーズに進めることができていると感じます。
2 学期の期末テストに見せた姿勢を冬期講習会や 3 学期の学習でも見せてください。

〇新中学 3 年生について
3 月から受験学年がスタートします。
1 年間の流れについては 2 月開催予定の新年度保護者会でお伝えします。
大きな流れとしては、私立専願・公立問わず来年 12 月の冬休みからは、各自が受験する予定の入試問
題に取り組むことができるように進めていきます
（ただし文理学科などの難関校を受験する予定の方は 9 月頃から対策ができるような進度で行います）。
そろそろ学校・塾の宿題+αに取り組むようにしてください。＋αで取り組む内容としては 1 年生で学習し
たことの復習（英数）からはじめてください。
入試問題に取り組む必要はありません。基本問題を確実に解くことができるようにしていきましょう。

〇新年度保護者会について
新中学 3 年生のための進路説明会を実施いたします。
次年度の流れや入試制度についての説明となります。
2 月 8 日（土） 14：00～15：30

☆中学受験生☆
〇入試当日について
入試当日は学塾の講師が受験校前で待機する予定です。緊張することと思いますが見慣れた顔を見て
安心して試験に臨んでくださいね。
また、入試の結果が分かり次第、教室までご連絡をお願いいたします。
5 年生のみなさんも来年受験する学校の様子を見に行くことをおすすめします。
入試後の授業は受験科目で扱っていない英語・社会・（理科）の授業に充てさせていただきたいと思いま
す。学塾生は 2・3 教科入試で臨んでいるため、例年 4 月の入学後に受験科目として学んでいない教科で
困っている印象を受けます。
3 月以降は週 2 回、英語・数学での通塾をおすすめします。
〇4・5 年生について
中学受験コースは入試の時期が 1 月のため、他コースより開始が早く 2 月から新年度となります。
新 5 年生の 3 教科受験者は算数・算数・国語・理科の週 4 コマとなります。
日時の調整をよろしくお願いいたします。
○模擬テストについて
新 5 年生・6 年生は 3 月から五ッ木・駸々堂模試が始まります。
年間スケジュールを同封しています。ご確認ください。

☆高校受験生☆
今年は例年以上に、部活動や課外活動の推薦により進学先が決まる生徒が多いです。
推薦で進学するみなさんは、ハードな部活動を中心に高校生活を過ごすことになります。今のうちにでき
ることをひとつでも身につけておくことをおすすめします。
さて、私立高校入試まで残り 55 日となりました。（12 月 16 日時点）
毎年、新聞に掲載される倍率を見て「10 倍を超えている！ やばい」と焦る生徒も多いです。
しかし心配ありません。どの学校でも併願の受験生がいるため、戻り率というものをもとに合格者数を決
めています。そのため、合格者数は募集定員より多くなり、新聞紙上の倍率と実質倍率には違いがありま
す。いつもどおり正答すべき問題をきっちり取っていけば合格できます。落ち着いて頑張ってください。

〇 高等部への継続について
4 月以降の継続についてのアンケートを同封しています。
毎年 2 割ほどの方に高校進学後も継続して学塾で学習いただいています。
「推薦での大学進学を考えている」という方は、高校 1 年生からの内申点が評価対象となりますので、高
校以降も引き続き学習されることをおすすめいたします。

〇模試のご案内
五ツ木模試 1 月 26 日(日)
任意受験です。
受験を希望される方のみ、申込書の提出をお願いいたします。

〇入試出陣式について
入試当日の注意点のお知らせや講師陣からのアドバイスをする学塾の恒例行事です。
2 月 2 日（日）

12 時半～ 高校受験生全員必ず出席してください。

☆大学受験生☆
公募推薦入試合格おめでとうございます。
四條畷学園大学 看護学科 ・ 神戸常磐大学 看護学科
今年度初の合格者です。高校受験、大学受験と学塾で頑張りました。堀江中・市岡高で吹奏楽部に所属
し、忙しい毎日を過ごしながらも学業との両立を成し遂げました。本当によく頑張りました。
さて、年が明けるとセンター試験、私立大学の一般入試です。
私立大学入試は高校入試と違い、複数回受験をすることができます。実力相応校と安全圏の学校を念頭
に置いて受験日程を組んでいきましょう。
しかし、3 日以上受験日が続くと疲れがでてきます。受験日は多くても連続 3 日までにとどめたいです。
部活引退後から受験勉強を始めた塾生が多いため、模試では厳しい結果が続いています。
模試は模試、入試は入試と割り切って考えましょう。当日合格点をとれば良いのです。
大切なのは最後まであきらめずにやり切ることです。

〇アジア教育友好協会について
授業料の一部をアジア教育友好協会への寄付という形で使わせていただきました。
学塾の教室展開をせず、定員制の体制をとりながらも、より多くの子どもたちの力になれる方法を考えた
結果、このような形をとることにいたしました。少しでもお役に立てば幸いです。

たくさんの方をご紹介いただき、誠にありがとうございます。

新年度塾生募集について
1 月 20 日（月）～4 月 18 日（土）まで 7 周年記念キャンペーンを実施致します。
新学年を機に塾を探している方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。
以下の学年は定員がわずかとなっています。
【新高１～3】

若干名

【高校受験 新中 3】

若干名

【高校受験 新中 1】

若干名

【中学受験 新小 5】

若干名

学塾【URL】 http://gakujyuku.com

【FACEBOOK】https://www.facebook.com/gakujyuku

【Instagram】https://www.instagram.com/gakujyuku/

