学塾通信 6 月号 （第 102 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～
6 月 28 日（月）は授業調整日です。
早いもので学塾通信も 6 月号です。
今年のゴールデンウィークも stayhome でずっと自宅にいました。この時間を利用してこれまでに読んだ本
を改めて読み返しました。
このうちの一冊が『アンパンマンの遺書』です。2014 年の学塾通信でもこの内容
に触れています。
この本で、アンパンマンの話には、正義を貫くときは自分も深く傷つくけれど、そ
れが本当の強さだというメッセージが込められていることを知りました。

『正しいことをする場合、必ず報いられるかというと、そんなことはなくて、逆に傷
ついてしまうこともあるんです。ぼくらも非常に弱い。強い人間じゃない。でも、な
にかのときには、やっぱりやってしまう。ヒーローというのは、そういうものだと思います。』
【アンパンマンの遺書より引用】
学塾は“塾”なので成績向上や志望校合格にこだわるのは当然ですが、それだけではなく受験を通しての
人財育成を目的に運営をしています。受験は自分の力で道を切り拓いていかなければならないものであ
り、取り組み方次第で子ども達が大きく成長できる機会です。
塾長講座・テスト前学習会・早朝学習会などの受験に向けての取り組みの一つひとつが子ども達の将来
を創る糧となります。決して楽ではない道を拓くことができた子ども達は、10 年後には何らかの背負うべ
きものがある立場や責任のあるポジションについていることだと思います。
やなせさんがアンパンマンに込めたメッセージのように、大切な人や物のために頑張ることができる大人
になって欲しいと考えています。
さて、8 月末まで残り 3 ヵ月になりました。8 月末というのは受験においてひとつの節目です。中学受験生・
大学受験の学校推薦受験者は 9 月から志望校の入試問題に取り掛かります。高校受験生は 9 月からの
外部模試が必須受験となり、9 月から 11 月の結果（定期テスト・課題テスト）が進路に大きくかかわってき
ます。塾生のみなさん、この 3 ヵ月の大切さが少しでも伝わりますか？
基本問題を確実に解けるように、基礎知識を確実に身につけられるように、この 3 ヵ月を計画的に頑張っ
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☆
〇小学生の学塾での学習内容について
国語教材は教科書本文の内容に基づいているものは使用していません。初見の文章を読んで設問に答
えてもらっています。本文の内容をその場で理解して設問に答えるという読解問題の練習をするためで
す。また、文章内で意味のわからなかった言葉を吸収し語彙を増やすためでもあります。
算数は 3 段階の教材と計算問題集を生徒の状況によって使い分けています。一番易しいテキストは学校
の授業内容に即したもので難問はありません。その逆に基礎ができている生徒には骨のある問題も含ま
れているような問題集を選定しています。
知育系の教具は試行錯誤の訓練をするために導入しています。学年が上がるにつれて初見の問題を見
ただけで「わかりません」という子どもが増えてきます。わからないのではなく、試行錯誤することができて
いないだけなのです。試行錯誤することに抵抗が無くなると、このような状況でも知っている知識を駆使し
ながら答えを導くことができるようになります。
近年受講者が増えている英検対策コースについては、オンラインでの文法学習＋ネイティブとの英会話
で学習を進め、英検直前は予想問題を使いながら対策を進めています。
小学校時代に学習習慣と基礎学力を身につけてから中学校に進学することで、中学校以降の学習に差
が出てきます。
基本的な計算・漢字・ことば・割合・速さ・図形の知識はしっかり身につけておきたいです。

〇オンライン科学実験のご案内
5 月末より、大阪市立科学館にて
「オンライン科学実験・工作教室 身近な科学、再発見！おうちの科学を探して遊ぼう！」が開催されま
す。
キットが自宅に届いて、Zoom を使って科学工作や実験をします。
参加費も無料です。

学塾で教鞭をとっている講師も有志で参加しています。
コロナ禍のおうち時間に是非、ご参加ください。

☆中学受験生☆
6 年生のみなさん、土曜日の自習教室へはできる限り来るようにしましょう。
授業にすると取り組むことが固定化されるため授業にはしていません。自習教室という形にすることで、
それぞれに必要なことを学ぶことができます。
自宅学習では知識問題（漢字・ことば・理科の用語を覚えるなど）を、塾の自習教室では考える問題を、と
学習の方向性を決めて取り組むようにすればさらに効率が上がるのではないでしょうか。
また 6 月以降、各学校でオープンキャンパスや合同説明会が実施されます。受験する可能性がある学校
については、できる限り参加しましょう。
コロナ禍において実際に学校の様子をうかがえる機会が貴重になっています。
10 月末には受験校を決められるように準備をお願いします。

○模擬テストについて
五ツ木の模擬テスト（5 年生・6 年生）
6 月 13 日（日）
→5 月に実施予定の分が緊急事態宣言により 6 月 13 日（日）に変更になりました。

☆中学 1・2 年生☆
中学校 1 年生のみなさんは初めての定期テスト、テスト前学習会です。1 学期のテスト対策でテスト前の
取り組み方や過ごし方を学んでください。
期末テストからは中学 2・3 年生と同じ時間帯になります。頑張ってついてきてください。
中学 1 年生の塾生・保護者のみなさまに先にお伝えしておきます。1 学期の定期テストの点数より 2 学期
の定期テストの点数は 5 教科合計 20 点ほど下がると考えておいてください。
1 学期に取った点数は 2・3 年生の基準から考えるとマイナス 20 点したぐらいの点数となります。毎年 2
学期になって成績が振るわなくなったと感じる方がおられますが、マイナス 20 点以内であれば実力相応
だと考えてよいと思います。

〇中学 1 年生 定期テスト振り返り会
5 月 29 日(土) 18 時～19 時

〇第 1 回 定期面談について 中１～中 3（希望者のみ）
5 月 31 日（月）～6 月 12 日（土）で定期面談を行います。（保護者さまとの 2 者面談）
4 月・5 月の取り組み報告と、6 月以降の学習内容についてお伝えする予定です。
平日のお昼と土曜日を中心に面談をさせていただきます。
アンケートを同封していますので、面談を希望される方は提出をお願いいたします。

☆高校受験生☆
4 月度の課題テスト合格者は 44％と残念な結果でした。5 月は 33％に落ちています。提出されたノートを
みていると、テスト勉強をせずに試験に臨んでいるひともいるようです。6 月こそは全員合格できるように
頑張ってください。
塾生には毎回合格率を上げる方法を確認しています。その中で「取るべき問題を確実に取る」ということ
を伝えていますが、この課題テストの出題レベルはまさに取らなければいけない問題です。
冒頭にも書きましたが、8 月末までがひとつの節目です。基本的な内容を確実にできるように日々の学習
を充実させていきましょう。

〇中 3 第 5 回 塾長講座
2021 年 6 月 12 日 (土) 17 時 45 分～19 時です。
6 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。

〇英語の学習内容について
今年度から教科書内容が変わり、子どもたちに求められる基準も高くなりました。
学塾英語科の松本が 4 月 12 日に講師に共有した内容を引用します。

新教科書は 4 技能（reading, speaking, writing, listening)を意識したものになっています。
Sunshine では、まずイラストでシーンの新しい表現を見てから題材の内容を考える本文へ進みます。その
あと本文内容を再現する・学んだフレーズや語彙が使えるように自己表現する（話す、書く）、という進め
方です。文法は各プログラムの最後にあり、案外あっさりと 1 ページで説明されます。ひとつのプログラム
に 4 技能が盛り込まれているので、これをバランスよく指導するのは、指導者の技量によって差が出るの
ではと思います。
これらの変更により定期テスト・実力テストの内容がどのように変わっているのかを注視していく必要があ
ります。これまでのやり方（単語テスト・クリアテスト・テスト前学習会）で十分に対応できるのか。反対に特
別講座や ICT の受講を提案していく必要があるのか。
私たちも各種テストの問題を分析し方針を定めていきます。
このような状況のため、現在中学 2 年生で数学のみの単科受講となっていて英語学習の取り組みをされ
ていない方は、少し早めの英語の受講もご検討ください。

☆大学受験生☆

塾生のみなさんが自分なりに頑張っている様子は伝わります。しかし大学受験に求められているレベル
に達しておらず苦しんでいるようです。さらなるレベルアップが求められますが、これに関しては気持ちを
切らさずに粘り強く取り組むしかありません。受験勉強に対する優先順位を上げ、日々取り組むべきこと
を確実に行っていきましょう。
大学受験生が合格を勝ち取るために何が大切かを考えると、最終的には「心の成長度合い」です。言い
換えると自己管理能力・自分との付き合い方・モチベーションの保ち方・将来に対するビジョンなど、目標
に向かって自分自身を上手にコントロールする力がどれだけあるかということです。心が成長していれば
学習定着も比例してよくなり、精神的に幼ければ受験勉強も途中で失速していきます。
試験科目に直結しているのは授業による教科の学習ですが、心の成長につながるのは毎週提出してもら
っている手帳です。
さらに心の成長を進めるために、第一線で活躍している経営者やスポーツ選手の自伝などを読むことを
お勧めします。そこから目標に向かう「在り方」を学んでください。
参考図書としては、少し前の本になりますが『心を整える。 勝利をたぐり寄せるための 56 の習慣』などは
読みやすくて参考になることが多いです。
元サッカー日本代表のキャプテンの長谷部誠さんの著書です。
目指す学校のレベルが高いほど受験勉強は大変ですが、その分得るものもたくさんあります。
今月も頑張りましょう。

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
【高１～3】

若干名

【高校受験 中 3】

募集終了

【高校受験 中 2】

募集終了

【高校受験 中 1】

約 10 名

【中学受験 小 6】

募集終了

【中学受験 小 5】

5名

【中学受験 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/

