学塾通信 8 月号 （第 116 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～

8 月 10 日（水）～8 月 14 日（日）まではお盆休みです。

さて、夏休みに入ります。受験生にとっては過ごし方が重要になる 1 ヵ月です。
この夏に特別講座を受講する受験生のみなさんは、通塾日数が増えること・学習時間が長いことで「大変
そうだな」という気持ちを抱いているかもしれません。
しかし、長いようであっという間の夏期講習会です。基礎事項に関してはこの 1 ヵ月で確実に身につける
という意思を持って臨んでください。
そのために必要なのは、学んだことの復習はその日のうちに終えて、わからないことを翌日に持ち越さな
いということです。
これをきちんとやって夏休みを終えられれば、9 月以降は一歩進んだ対策ができるでしょう。
一方で、吹奏楽部やバスケットボール部など、部活動の時間が長く特別講座を受講することができない人
は、時間の使い方を考えて過ごさなければ「部活が大変な夏休み」で終わってしまいます。つまり、昨年ま
でと変わらない夏を過ごして 2 学期を迎えることになります。
勉強に割く時間を増やすことはできないが学力は伸ばしたい、あるいは、努力はしたくないが実力以上の
志望校に合格したい、といった都合の良い考えを実現させる方法は存在しません。これは受験生自身も
認識していることでしょう。
このような話を冒頭で述べる理由は、学力が高い生徒とそうでない生徒を比較すると、圧倒的に自習時
間が違うという現状があるからです。つまり、「学習習慣」と「学習に対する優先順位」の違いです。
テストの結果は「自ら選択して辿り着いた結果」であると考えることもできます。しっかり結果を残すために
時間を確保して取り組む道を選択することで、大きく成長する可能性が十分にあるのです。これまでにも
やる気スイッチが入り、学習の優先度が上がった途端にものすごく伸びた
生徒を見てきました。
コロンビア大学のシーナ・アイエンガー教授が「私たちの人生がどこへ行く
のか、どうやってそこに辿り着くのか、最も強く決定づけるのが一人ひとりの
選択だ」という話をされていました。
学習についても同じです。自分の希望する進路に進むことが出来た生徒
は、皆すべからく努力する道を選択しているのです。
「行くことができる学校」ではなく「行きたい学校」を目標に掲げ、そこに向け
て真摯に取り組んでほしいと考えています。
この夏、充実した時間を過ごしましょう。

〇お勧めの本（中高生） 『20 歳の自分に受けさせたい文章講義』 古賀史健著
今月は作文・小論文を入試に課される受験生にお勧めの本を紹介します。
小学生の頃から、作文を書きなさいという課題を出される一方で、肝心の書き方については教わったこと
がないという人がほとんどだと思います。この本では、講義形式でわかりやすく作文の書き方について学
ぶことができます。
公立高校入試の国語の入試問題には作文・小論文が課されます。高校受験生のみなさんには年内には
読んでおいて欲しい一冊です。

☆小学生☆
学塾も 10 年目を迎えていますが、小学生の頃の学習習慣が中学生以降の成績に大きく影響しているこ
とを実感しています。ここ数年、各学年の成績上位者は小学生のうちから通塾してくれている生徒が占め
ています。
まずは基礎学力と学習習慣の定着。この夏は中学受験生でなくても、少しずつでも自主学習をすることを
お勧めします。夏期講習会という形で普段受講をしていない科目を受講していただくことも良いですし、普
段の受講科目の復習や発展問題に取り組むことも有効です。
さらに、授業ではないけれど学塾に自主学習をしに来るという経験もしてみてください。夏休みの旅行や
お出かけと同じように、学習についての目標設定も行ってはいかがでしょうか。

☆中学受験生☆
準備が整った生徒から入試問題を解き始めます。早い人で 9 月からのスタートです。
9 月からの 3 ヵ月間は自主学習での通塾日数を増やすことを意識してください。
土曜日の自主学習教室はもちろんですが、通常授業の前後の時間、もしくは通塾日以外にも受験勉強を
する時間を確保しましょう。
中学受験生のみなさんも反復することの大切さを忘れないでください。
模試の結果に一喜一憂するのではなく、正解に辿り着くまでに何が必要だったのかをしっかり見直しまし
ょう。あくまでも入試本番で得点することを意識してください。

〇講習会の持ち物
小学 4 年生（受験） 算数：新小学問題集・計算問題集・講習会用ノート
国語：講習会テキストをお渡しします。直接書き込みます。
小学 5 年生（受験） 算数：新小学問題集・計算問題集・講習会用ノート
国語：講習会テキストをお渡しします。直接書き込みます。
理科：新小学問題集
社会：新小学問題集
小学 6 年生（受験） 算数・国語・（理科）ともに講習会テキストをお渡しします。
ノートを一冊用意してください。
○模擬テストについて
五ツ木の模擬テスト（5 年生・6 年生）
8 月 28 日（日）
模試受験後は必ずやり直しをしましょう。

☆中学 1・2 年生☆
2 学期以降に向け、テスト前の学塾の取り組みの意図について改めてお伝えしておきます。
テスト前学習会 2 週間前の土曜日：学校のワークに重点的に取り組む。13 時 30 分～19 時 00 分。
テスト前学習会 1 週間前の土曜日・日曜日：テスト範囲の問題演習。土曜日・日曜日でテスト範囲の内
容を一通り復習できるような内容になっています。土曜日・日曜日いずれも 13 時 30 分～19 時 00 分。
早朝学習会 テスト前の約 7 日間：毎朝プリントを用意しています。
知識の確認と早く正確にできるように練習をする時間です。
「日曜日はゆっくりしたい。」という声もあり参加を躊躇している人もいますが、テスト前はやはりテスト勉強
を最優先に考えて欲しいです。ぜひ 2 学期には参加をしてみてください。
中学 2 年生のみなさんへ
勉強は自分ひとりでしましょう。友達と何でも一緒に行動することは良いことではありません。
・友達がテスト対策に参加するなら、自分も参加をする。
・友達が帰るから自分も帰る。
このような取り組み方は改め、あくまでも勉強は自分との戦いというスタンスで取り組むようにしてください。
必要な学習量は友達と同じではありません。
それができれば「点数が上がる自主学習」に一歩近づきます。

〇中学 2 年生 夏期講習会 英語 特別講座について
中学 2 年生を対象に 2 日間でこれまで学んだ文法を復習する機会をつくります。
春からの 10 分テストでひと通りこれまでの文法事項を学びなおしましたが、まだまだ定着していません。
英文法の仕組みを理解し使いこなせるようになるまで使い慣れていきましょう。
そのための特別講座です。是非、参加をしてください。

〇中学 1 年生 夏期講習会 英語 特別講座について
中学 1 年生を対象に英単語の暗記講座を実施します。文法は理解しているけれど単語を書くことができ
ないために失点をしているというケースが目立ちます。「単語は覚えるだけ」という認識なのでしょうが、そ
れがなかなかできていないように思います。このため夏休みの期間を利用して、単語を集中的に覚える
特別講座を実施します。

☆高校受験生☆
冒頭の話の続きです。
部活動で特別講座に参加することができない受験生のみなさん、部活があるからできなくても仕方がない
という考えはしないようにしてください。部活動がある中でどうやって学習時間を確保するのかということを
考えましょう。
単科受講で 5 回の授業を取ることが精いっぱいなのであれば、考えなければいけないのはその時間で何
を学びその他の時間帯をどのように使うかです。
まずは、夏休みの部活動の予定が配られたらコピーをとりますので、教室まで持ってきてください。その
後、通塾できそうな日時を確認し、その時間は受験勉強をしに来ると決めましょう。気分によって行く・行
かないではなく、スケジュールに落とし込みます。勉強をする仕組みをつくることが継続するためのポイン
トです。
特別講座を受講する受験生より、自己管理能力が問われます。強い気持ちでやり切りましょう。

「大阪府公立高校進学フェア 2023」概要
開催日時
令和 4 年 7 月 24 日(日曜日) 10 時 00 分〜16 時 00 分 ※入場は 15 時 30 分まで
場所
インテックス大阪 6 号館 C・D ゾーン (大阪市住之江区南港北 1-5-102)

参加予定校
令和 5 年度入学者選抜実施予定の公立高校等
府内公立高等学校(全日制・定時制・通信制)
職業学科を設置する大阪府立知的障がい高等支援学校
大阪府立視覚支援学校
高等部のある大阪府立聴覚支援学校
大阪公立大学工業高等専門学校
大阪教育大学附属高等学校
入場料等：入場無料・事前申込必要
〇夏期講習会について
〇講習会の持ち物
講習会用ノート（自主学習ノートと同じで構いません）・各種テキスト（授業初日にお渡しします）
期間ごとに時間帯が異なりますので、要綱を確認していただき間違いのないようにしてください。
○模擬テストについて
五ツ木の模擬テスト
9 月 11 日（日） 9 月から必須回になります。
全員申込書の提出をお願い致します。（申込書は後日配布します。）

〇塾長講座の予定
7 月・8 月の塾長講座の予定
7 月 30 日（土）・8 月 27 日（土）
17 時 45 分～19 時 00 分
特進コース・個別講座受講者 14 時 55 分～19 時 00 分

☆高校生☆
夏休み目前です。休暇中は優先順位をつけて課題に取り組むようにしましょう。
例年、夏休み中に学習内容をあれもこれもと詰め込んでしまい、消化不良になる受験生を目にします。悪
くてもここまでは終わらせるというラインを設定した上で、スケジュールを組むようにしてください。

〇模試について
外部模試を受験したあとは、模試の直しを確実に行ってください。また帳票が返却され次第、結果を持っ
てくるようにしてください。
〇夏期講習会について
期末テストが終わり次第、夏期講習会の内容を提案させていただきます。
大学受験生についてはできる限り担当講師と時間を合わせて時間割を作成します。
中学受験生・高校受験生の時間割を作成したあとになりますので 7 月最終週ごろのお渡しを予定してい
ます。よろしくお願い致します。

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
【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】

9名

【中学受験 小 6】

若干名

【中学受験 小 5】

若干名

【中学受験 小 4】

若干名

【非受験 小学生】

若干名

学塾【URL】

https://gakujyuku.com

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

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

