学塾通信 4 月号 （第 112 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（金）～5 月 5 日（木）までは休校日とさせていただきます。自習開校も行いません。

3 月の新年度から新しく学塾に仲間入り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、学塾 10 年目が始まりました。私も人生の約半分を塾で過ごしていることになります。どれだけ経験
を重ねても受験に絶対はないということを実感するばかりです。
「受験勉強」とは志望する学校に合格するために、出題される問題を解くことができるようになるための学
習です。入試問題に出題されやすい知識を身につけること。使えるようになること。そして制限時間内に
解けるようにすることです。一方「学び」は自らの興味に基づいて知識を得ることです。例えば中学 3 年生
で学習する三平方の定理（ピタゴラスの定理）から派生して古代の哲学者について興味を持ち調べてみ
たとしましょう。キケロ・セネカ・ソクラテス・プラトン・アリストテレス・マルクス＝アウレリウスなど有名な哲
学者がたくさんいるので、一人くらいは名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。彼らの生きていた
時代ははるか昔ですが、その著書は色あせることなく、今読んでも学べることがたくさんあります。マルク
ス＝アウレリウスの「自省録」などは最近放送されているドラマにも出てきているようです。世界史の授業
で名前が出てくる程度ですが、掘り下げて学んでいくと多くの気付きがあります。いわゆる「学び」とはこの
ようなことを指します。
何が言いたいのか？と思われるかもしれません。ひと言で説明すると「受験勉強」と「学び」は別で考えま
しょうということです。
受験勉強は志望する学校に合格するために、出題される問題を解くことができるようになるための学習で
すから、多くの場合決まった方法論や取り組み方があります。担当講師は受験直前の 12 月から志望校
の入試問題を解いていくスケジュールを立て、これに沿って授業指導を行っていきます。それまでの担当
の先生から出される宿題や塾長講座での課題は受験期に備えて実力をつけるために「やらなければいけ
ないこと」として捉えておいてください。やる気の有無に関わらず取り組むことができるような学習の仕組
み化をこの春から始めておきたいです。
新受験生の保護者様へ。終わってしまえばあっという間の１年ですが、そ
こに至るまでには乗り越えるべきことがたくさんあります。その都度連携を
とらせていただきながら、良い受験であったと言える１年にしていきたいと
思います。
これからよろしくお願い致します。

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。
〇メールアドレスの登録について
開校時間帯や休校案内などは一斉メールにて配信しています。
メールを登録していただいてない方からの開校時間のお問い合わせや、授業実施日の間違い等がありま
すので、新年度を機にこれまで登録していただいていない方も登録をお願い致します。
info@gakujyuku.com 宛に連絡をいただければ、教室側で登録致します。
（件名に生徒名を入れてください。）
○春期講習会について
3 月 25 日(金)から春期講習会を実施します。中 3・中学受験生は受講必須となります。
時間帯の確認をお願い致します。
〇英会話の体験授業会について
3 月 14 日（月）～31 日（木）までをネイティブとの英会話の特別レッスン期間とします。
新中学 1 年生・2 年生のみなさんには体験授業会の案内を配布していますので、日時の確認をお願い致
します。
また、案内を配布されていない人（小学生・新中学 3 年生・高校生）でも、受講をしたい人は受講していた
だけますので、受講希望の旨を info@gakujyuku.com まで連絡してください。日時も調整していただけます。

☆小学生☆
〇自主学習のススメ
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は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・言語知識（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。
～2022 年度 中学入試 結果～
清風中学（理Ⅰ）
上宮学園中（特進コース）
上宮学園中（G コース）
大阪学芸中学
プール学院中学（総合特進コース）
武庫川女子中学（CG コース）
受験を終えた中学受験生の作文

私は中学受験をして受験の大変さを知りました。受験を決めたときは「何とかなる」と思っていました。しか
し、いざ勉強をしてみると学校では習わない・知らないことばかりで受験勉強を最後まで続けることができ
るのかという不安だらけでした。
はじめて模試の結果を見たとき心が折れそうになりました。結果があまりにも酷かったからです。「このま
まではやばい」と思いました。でも、これが逆に良かったのです。「もうこんな結果を取りたくない」という気
持ちが模試の結果を見るたびに強くなり受験勉強に対して本気にさせてくれました。この気持ちは最初の
不安をなくしてくれ、私は最後までやり切れました。
私が中学校でがんばりたいことは勉強と部活です。体を動かすことが好きなので、運動系の部活に入り
たいです。勉強では苦手な教科も頑張りたいですが、得意な教科もがんばってもっと上を目指したいで
す。
合格おめでとう。悔しい思いをした経験がその後につながりましたね。12 月から 1 ヶ月間、最後の伸びは
特にすごかったです。できることが増えてきたという実感が自信に繋がったのだと思います。
また、受験が終わってからも引き続き自主学習に来ていることも素晴らしいです。中学入学は新たなスタ
ートです。充実した 6 年間にしてください。

☆中学 1・2 年生☆
〇新中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。
私立生も含め原則全員参加となります。時間帯の確認をお願い致します。（案内文を同封しています。）
4 月 16 日(土) 17 時 45 分～19 時

〇新中 3 第 2 回 塾長講座について
第 2 回は 2022 年 4 月 9 日 (土) 17 時 45 分～19 時です。
特進コースの塾生は、14 時 55 分～17 時 35 分までは特別講座を実施し、その後塾長講座です。
○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☆
～2022 年度 私立高校入試・公立特別者選抜 結果～
今年度も全員合格
水都国際高校 ２名
桃山学院高校 S 英数
桃山学院高校 国際 A
大阪学芸高校 特進１類
大阪学芸高校 特進 2 類
大阪産業大学附属高校 国際 2 名 （特待生 1 名）
四天王寺東高校
大阪学院大学附属高校 特進
大阪学院大学附属高校 国際
大阪学院大学附属高校 普通
履正社高校 学藝 2
大阪成蹊女子 アート・イラスト・アニメーションコース（特待生）
大阪成蹊女子 幼児教育
浪速高校 Ⅲ類 2 名
東海大大阪仰星高校 英数
大阪夕陽丘学園高校 英語国際
大阪高校 総合進学
公立高校一般選抜の発表は 3 月 17 日です。
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
2 月 1 日（火）～4 月 16 日（土）まで 9 周年記念キャンペーンを実施致します。
入会金無料
新中１生 3 月分半額
新高１生 4 月分授業料無料
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】

3名

【高校受験 新中 1】

約 10 名

【中学受験 新小 6】

5名

【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/

