学塾通信 4 月号 （第 100 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～
4 月 29 日（木）～5 月 5 日（水）は休校日です。自習開校も致しません。

3 月の新年度から新しく学塾の塾生の仲間入りをしてくれたみなさん、保護者の方々には初めてのお届け
となる学塾通信です。学塾通信は、翌月に向けての連絡事項等をお伝えしているものです。（毎月 3 週目
にお配りできるようにスケジュールを組んでいます。）この冒頭の 1 ページ目では、時期ごとに私たちが考
えていることや想いなどを伝えています。これからよろしくお願い致します。
さて、2013 年 4 月からスタートした学塾通信も、今回で 100 回目を迎えることができました。
この 8 年間の社会の変化には目を見張るものがあります。子どもたちに関わることを列挙すると、スマホ
の普及率が上がり、高校入試・大学入試の制度も変わり、AI が普及しネット授業・オンライン授業も広がり
を見せました。社会的には多くの変化がありましたが、子どもの教育についての本質は変わっていないよ
うに感じています。デジタルが普及した分、アナログでの関わりに大きな価値がつくようになりました。デジ
タルで代用できるところはデジタルに任せ、一番大切なところに人の力を注ぐことが必要になってくるでし
ょう。
学塾では受験生の「受験対策」に加え、「子どもたちとコミュニケーションを取る、子どもたちと触れ合う」時
間をつくることを大切にしています。具体的には、中学受験生には私
が直接授業をする機会をつくり、高校受験生には塾長講座を実施し、
大学受験生とは毎週合格手帳のやり取りをしています。これらを通し
て受験に必要な知識はもちろん、「チャレンジに失敗は無い」「相手基
準で考える」など、子どもたちが社会に出たときの行動指針となる考
え方の例を伝えています。なぜなら志望校合格はもちろん、その先の
人生においても、志望校合格を目指して培った「毎日の在り方」や「取り組む姿勢」が大切になってくると
考えているからです。塾生のみなさんに、知性と教養があり、社会に貢献することができるようなひとにな
ってもらえるよう、色々な面からサポートしていきます。
今年も一人ひとりを大切に、創業時の気持ちを忘れずに頑張って参ります。塾生・保護者のみなさま 1 年
間よろしくお願い致します。

○春期講習会について
3 月 25 日(木)から春期講習会を実施します。日程の確認をお願い致します。
〇学塾マイページへのメールアドレスの登録について
教室からの連絡事項の配信を確認できていない方は、進級するにあたりメールアドレスの登録をお願い
致します。
すでに登録を終えているがメールが届かないという方は、お手数ですが教室まで連絡をお願い致します。
〇入試情報等について
各学校から届いた案内や入試に関する情報は、学塾の Twitter にて配信しています。
次年度受験学年の方は是非、登録をお願い致します。

☆小学生☆
土曜日の自習教室や日々の自主学習は、中学受験生だけがするものではありません。公立中学に進
学、その後に高校受験をという進路を考えている方にもどんどん自主学習に来ていただきたいです。
小学生の間に身につけておきたいのは「学習習慣」です。具体的には、学校の宿題以外にも学習をする
時間を獲得し、日々学習に取り組み、少しでも多く知識を増やすことです。計算力・読解力・漢字の読み書
き・言葉（ことわざ・四字熟語など）を高いレベルで備えて中学校に進学することで、中学以降の伸びが変
わってきます。
使用教材等もご相談いただければ、お子様に合ったものをご提案致します。進級を機に、まずは学塾に
自主学習に来ることを始めてください。

☆中学受験生☆

新年度講座が開講し 1 ヵ月半が経ちました。新年度の授業には慣れたでしょうか。
宿題が多いという声も聞きますが、個人的には最低限の量だと思っています。十分に自主学習をする余
白は残しているつもりです。模試の復習を確実にするようにしましょう。
自主学習時間の目安は以下のとおりです。
小学 5 年生

小学 6 年生

平日

1 時間半～

2 時間～

土日祝

2 時間～

3 時間～

宿題が終わっても余裕があるようでしたら、これまでに習ったことを改めて解きなおす・漢字を覚えるなど
できることを考えて取り組みましょう。

～2021 年度 中学入試 結果～
水都国際中学
上宮学園中（特進コース）
上宮学園中（G コース） 2 名
大阪学芸中学

☆中学 1・2 年生☆
新中１ 定期テスト説明会（塾生対象）
5 月に入学後最初の定期テストが実施されます。
つきましては、定期テストに向けての勉強法について説明させていただきます。
参加を希望される方は申込書の提出をお願い致します。（案内文を同封しています。）
4 月 17 日(土) 18 時～19 時

○テキストの解答回収について（公立中学生）
新年度から通常授業で使用する教材の解答は教室で預かっています。
対象となるのは通常授業で使用している以下の教材です。
フォレスタシリーズ（解答・クリアテスト）・新中学問題集（解答）
「クリアテストを紛失して、宿題ができていません。」毎年このような声を多く聞きます。
また、明らかに答えを写してきているようなケースもまれにあります。
学塾の定期テスト対策において、テスト 3 週間前のクリアテストは重要なものです。クリアテストを確実に
実施し成績向上につなげるため、ご理解のほどよろしくお願い致します。
自宅で学習するために解答を持ち帰りたいというときには、私までお声かけください。

☆高校受験生☆
～2021 年度 高校入試 結果～
藍野高校 看護科
上宮高校 英数コース
上宮高校 プレップコース
大阪高校 総合進学コース
大阪学院大学高校 特進コース
大阪国際滝井高校 総合進学コース
大阪産業大学附属高校 進学コース
大阪商業大学高校 グローバル商大コース
大阪電気通信大学高校 総合進学コース
大阪桐蔭高校 Ⅲ類
大阪夕陽丘学園高校 英語国際コース
近畿大学附属高校 進学コース 2 名
興國高校 進学アドバンス
金光藤蔭高校 特別進学コース
常翔学園高校 文理コース
昇陽高校 保育コース
東朋高等専修学校
プール学院高校 国際コース
港南造形高校
公立高校一般選抜の発表は 3 月 18 日です。

〇新中 3 第 3 回 塾長講座

2021 年 4 月 10 日 (土) 17 時 45 分～19 時です。

3 月の月間課題の提出日です。小テストも実施致します。
全員参加でお願い致します。

☆大学受験生☆
～2021 年度 大学入試 結果～
同志社大学 文学部
関西大学 化学生命工学部
甲南大学 文学部
大和大学 保健医療学部
大阪工業大学 工学部
追手門学院大学 国際教養学部
大阪産業大学 工学部 交通機械工学科
大阪産業大学 工学部 機械工学科

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同志社大学に見事合格した先輩より
急に同志社に行きたいと言った時も「今からでも全然いけるよ」と塾長に言われた時はほんまに嬉しかっ
たです。今まで生きてきた人生の中でこんなに一生懸命にがんばれたことはないし、あのときちゃんと勉
強したいと思ってすぐに実行できたのは塾に通っていたからだなぁと、絶対一人ではできなかったと思い
ます。自分が思っている倍ぐらい厳しい道のりやったし、何回も何回も「このまま消えてなくなりたい。やっ
ても無理に決まっている」とか上手くいかんことばっかりを想像していたけれど塾長と話をしていたらやっ
ぱり元気は復活したし、明るい未来を信じて応援してくれて、まわりの人も期待してくれて全部が心の支え
でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
S さん合格おめでとうございます。本当によく頑張りましたね。
土日は 1 日 8 時間ほど、平日も 3〜4 時間、志望校に向けて努力を続けたことがすべてだと思います。
「絶対に合格したい」という思いが合格に繋がりました。この経験は一生の財産です。
これからも新たなステージで輝いてください。これからも応援しています。
高校生のみなさん、大学受験は自分との戦いです。志望校を熱望する気持ちがあるかどうか、それがす
べてです。一心不乱に取り組むことができれば良い結果がついてきます。
高校受験と同じような受験を想像していると志望校への道は厳しくなります。9 月以降に入試問題を解き
始めることを考えると、8 月末までに入試問題を解く土台を作り終えておく必要があります。今から始めま
しょう。

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 18 日（月）～4 月 17 日（土）まで 8 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。
新年度募集数
【新高１～3】

若干名

【高校受験 新中 3】

募集終了

【高校受験 新中 2】

募集終了

【高校受験 新中 1】

約 10 名

【中学受験 新小 6】

募集終了

【中学受験 新小 5】

5名

【中学受験 新小 4】

5名

【非受験 小学生】

5名

振替ルールについての再確認
新年度開始にともない、振替ルールの確認をしておきます。

振替ルール
〇欠席の際に振替希望をお伝えいただく。
（授業時に教室に来ておらず、教室側から連絡の際に欠席をお伝えいただいた場合、振替授業は行いま
せん。「連絡するのを忘れていました」など）
○振替授業をさらに別日に振り替えることはできません。
○担当講師は変わります。

学塾【URL】 https://gakujyuku.com

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

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

