学塾通信 5 月号 （第 101 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。
今年度の入試も結果発表まで含めてすべてが終了しました。
今年も学塾の塾生は中学入試から大学入試まで多くの学校を受験しました。すべての日程を終えて実感
することは毎年同じです。やはり受験生自身の「合格したい」という気持ちの強さ・大きさによって、受験結
果はもちろん、受験勉強を通して得るものまで変わってくるということです。ですから塾生には真摯に受験
勉強に向き合って欲しいと考えています。しかし「やりたくない」「めんどくさい」を理由に、受験勉強を後回
しにしてしまうひとがいるのも事実です。
だからこそ、高校受験生には定期的に塾長講座を開催しています。これが学塾の合格率の高さの秘訣で
す。今の子どもたちがおかれている生活環境では、きっかけがなければ、時間の経過によって自ずと受
験生らしくなることは難しいように思います。
秋以降、本格的なスパートをかけるには、4 月からの土台作りが重要です。塾としては 1 年で一番時間の
流れが緩やかな 4 月・5 月ですが、この時間を利用して一人ひとりの受験生のことをよく見ていきたいと考
えています。
最後に、今年度の入試で大逆転合格を果たした先輩について紹介します。
受験勉強を本格的に始めたころには、偏差値にして 20 近くも開きがあった学校に合格した塾生です。
奇跡的な合格を勝ち取りましたが、奇跡を起こすことができた裏側には血のにじむような努力がありまし
た。彼女は、学塾の開校日で自主学習に来なかった日は 1 日もありませんでした。もちろん土曜日もフル
参加です。私たちが渡した自主学習教材も期日までに確実に仕上げ、何度も反復練習をしていました。
受験後にいただいた手紙によると「もうあかん、無理や。」そう思ったことが幾度となくあったようです。
それでも折れそうになる気持ちに向き合いながらひとつずつできることを増やしていきました。
「合格したい」と願う気持ちが誰よりも強かったのでしょう。最高の笑顔で合格通知を持ってきてくれました。
今年度受験生になるみなさん。
今の時期にしておきたいことは受験勉強のリズムをつくることです。
3 月・4 月の過ごし方が前学年までと何も変わっていない、というのであ
れば黄色信号です。
塾の宿題・学校の宿題以外の受験勉強の時間を確保することを意識し
ながらひとつずつできることを増やしていきましょう。

〇学塾マイページへのメールアドレス登録について
学塾マイページへのメールアドレス登録について、登録方法がわからない方は、メールアドレスをお教え
いただければ教室側で登録させていただきます。

☆小学生☆
学校でも新学年がスタートしました。学校帰りに自主学習をしてから帰宅することをお勧め致します。小学
生の間にしっかりとした学習習慣を身につけて中学校に進学していただくために、学校でも新学年になる
今をきっかけに宿題＋αの学習にチャレンジしていただければと思います。

〇保護者面談について
新学年も始まりますので、希望される方に小学生の方を対象とした保護者面談を実施致します。
期間は 4 月 12 日（月）～23 日（金）です。
面談案内は 4 月 1 日（木）からお子様に配布させていただいていますが、改めて用紙が必要な方はご連
絡ください。
中学生・高校生については 6 月と 10 月に希望者対象の面談を行わせていただく予定です。
この期間以外でも面談を希望される方には随時実施させていただきます。教室までご連絡ください。

☆中学受験生☆

○模擬テストについて
五ツ木の模擬テスト（5 年生・6 年生）
5 月 16 日（日）
模擬テストを受けたあとのやり直しをしていますか？結果を見て一喜一憂するだけでは模試を受ける意
味が半減します。もちろん結果も大切ですが、今の時期はそれ以上に解けない問題を確認し、解ける問
題を増やしていくことを意識してください。結果が返ってきたあとに解きなおしをすることで実力も上がりま
す。ですから、やりなおしは必ず行うようにしてください。
また、国語の漢字・ことわざ・四字熟語、理科の暗記事項については少しずつ覚えていくようにしましょう。

～2021 年度 中学入試 全結果～
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☆
小学校から中学校に進学すると大きな変化が起こります。小学生の間はテストの点数を問題なく取ること
ができていたひとも、中学校に入ったあと点数をとることができなくなるということが度々あります。
特に気をつけなければならないのは「宿題の位置づけ」です。どの小学校でも、学校の先生は宿題を細
かくチェックして、できていないところは付箋を貼るなどをして、繰り返し練習できる様にサポートしてくださ
います。したがって、学校の宿題にきちんと取り組むことで基礎学力を確保することができていました。
一方、中学校における宿題とは、最低限取り組まなければならないものです。そこから＋αは自分で学ば
なければなりません。実力テストなどでは応用力が問われる問題も出題されます。
毎年、初めてテストを受ける中学 1 年生からは同じ質問を受けます。「この問題は習っていません」「この
単語は授業で出ていません」という内容です。しかし、テストで出題されるのは授業で習ったことだけでは
ありません。習ったことから派生する内容も出題されることをあらかじめ知っておいてください。

☆高校受験生☆
1 月末に１回目の塾長講座を開催し、2 月の第 2 回では高校受験の説明をしました。段階的に階段を上っ
ていければとは考えていますが、現時点での取り組みはまだ 2 年生の続きのように思われます。4 月 10
日(土)の課題テストではどのような仕上がりを見せてくれるのでしょうか。

～2021 年度 高校入試 全結果～ 合格率 100%達成！！
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
市岡高校
淀商業高校 福祉ボランティア科
大正白稜高校 2 名
合格率 100% 24 校受験 24 校合格
（2020 年度 合格率 96.1% 26 校受験 25 校合格）

〇新中 3 第 4 回 塾長講座

2021 年 5 月 8 日 (土) 17 時 45 分～19 時です。

4 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。
※中間テストの実施日によって日程を変更することもあります。その場合は改めて連絡致します。

☆大学受験生☆

中学校から高校へ進学すると、学習の取り組みは進学先の学校によって大きく変わります。ですから、自
分の学校での順位だけでなく、同じ学年全体の中での客観的な自分の位置を意識しておく必要がありま
す。学校のテストの点数が平均点ぐらいのひとでも、学校そのもののレベルが高ければ、大学を選択する
際に幅広い選択肢が生まれるのです。逆に学校で上位をとっていても、学校で学習する内容が目指す大
学のレベルに達していないということも考えられます。自分の学校の過去の進学実績を参考にしつつ目
標を定める、もしくは、定期的に模試を受けるなどして、全体における自分の立ち位置を確認しておくよう
にしましょう。
大学受験生には合格手帳をお配りしています。毎週最初に学塾に来るときに、先週の振り返りを済ませ
た上で提出をお願いします。この手帳は受験期が迫るほどみなさんの受験の後押しになります。手帳を
書くことが習慣になるようにしてください。

～2021 年度 大学入試 全結果～
大阪府立大学 生命環境学域
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大阪府立大に合格した先輩より
～前略～
私が 1 年間を通して勉強以外のことで身につけたことは多くあります。
目的に応じた対策の立て方・計画性・優先順位の付け方・長期的な物事の見方、さらには自分の機嫌を
取る方法、気分転換の方法、人を頼ること、そしていろいろな自分を肯定すること。
私が悩んだり躓いたりする度に先生は何度も手を差し伸べてくださいました。
これらはその中で発見し、得たものです。受験勉強は合格するためだけのものではないですね。
それを強く感じました。
最後まで目標を変えずにがむしゃらに努力し続けられたこと、今の自分と本気で向き合うことができたの
は私にとって大きな出来事で自分自身成長できたと思います。
どれもこれも信頼できる学塾の先生方が支えてくださっていたおかげです。
素敵な先生方に出会えて幸せです。本当にありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
学塾からのお願い。

○授業時間について
ときどき授業時間に遅れてくる方がいます。
お宅への確認電話などをしている間に、質問を待っている生徒や保護者の方との面談を中断することが
あります。時間通りに来ない人のために他の方に迷惑をかけることはあってはならないことです。
授業開始時間には勉強ができる状態になるよう、逆算して自宅を出るようにしてください。
万が一、遅刻しそうであれば事前に教室まで連絡をすることを徹底してください。
○テスト結果・通知表の提出について
みなさんが一生懸命に取り組んだ結果を振り返るためにも全員のテスト結果を分析する必要があります。
また通知表の数字は内申点となる重要なものです。適切な進路指導をするためにもテスト結果・通知表
は必ず持ってくるようにしてください。

○塾からの帰りについて
塾からの帰りに寄り道をしたり、お友達と話をしたりして遅くならないようにしてください。
テレビや新聞などで、子どもに関する事件を目にするたびに安全管理の重要性を思い知らされます。
22 時以降の学習を認めていないのも安全面の問題があるからです。
「塾からの帰りに寄り道をしない」
みなさん、どうかこれだけは必ず守ってください。

○欠席連絡について
授業を欠席される際には、教室までご連絡をお願い致します。連絡がなく、緊急連絡先にもつながらなけ
れば心配しますので、ご連絡をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
なお、無断欠席を振り替えて授業をすること、振替授業をさらに別日に振り替えることはお受けできませ
んので、あらかじめご了承ください。
〇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。
新年度塾生募集について
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

学塾【URL】

https://gakujyuku.com

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

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

