
  

学塾通信 2月号 （第 122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～ 

 

2月 23日（木）は祝日ですが通常授業を実施します。 

 

今年度の受験も残すところ私立高校受験、公立高校の一般選抜のみとなりました。 

ベストを尽くすことができるよう、受験日までの残りの時間は目的別にスケジューリングすることを意識し

ていきましょう。スケジューリングの内訳は大きく分けて 4つです。 

 

・これまで覚えてきた内容を思い出す時間。使わない知識は忘れがちになります。 

・これまで解いてきた過去問などを解きなおす時間。5年分×2回は練習しておきたいです。 

・気になる単元を集中して解きなおす時間。正答率が高いが正解できていない単元を中心に。 

・入試当日と同じく 5教科を通して解く時間。3月 4日・5日は塾で最終の予想問題を解きます。 

 

当日までにここまでできれば、良い形で受験に臨むことができたと言えるでしょう。 

 

学塾 10期生との 1年間もついに終盤となりました。 

この学年は、3 年前、コロナの拡大と共に新生活を始めた学年です。当初思い描いていた学校生活とは

異なる環境で、我慢を強いられたり、つらい思いをしたりしたこともあることでしょう。 

学塾として何かできないだろうかと講師会で話し合い、例年卒塾生に渡している合格グッズ（色紙）を簡単

な卒業アルバムに変更することに決めました。 

アルバムの準備のために担当講師と生徒との写真を撮っていると、何とも言えない気持ちになりました。

入塾当初の「はじめまして」から毎週の授業を積み重ね、いよいよ入試本番を迎える時期まで、ともに歩

んできたからこそ紡ぐごとができたものがあるように思います。時折、卒塾した塾生が「〇〇先生はいます

か？」と訪ねてきてくれることもありますが、きっと卒塾生にとっても担当の先生と過ごした時間は思い出

深いものなのでしょう。学塾で過ごした日々があるから今があるのだと思ってくれたら、これ以上嬉しいこ

とはありません。 

 

学塾が直接指導をする指導形態にこだわる理由もそこにあります。 

今はスマホやＰＣでも学ぶことができる様々なツールがあります。単に知識を入れるだけであれば、それ

で補うこともできますが、直接指導ではそれだけでなく、ひとだからできるプラスαがあります。担当させて

いただく塾生の性格・日常生活・目標・これまでの経緯など

教科に関すること以外のことも踏まえて授業をすることで、

学習効果も変わってくるのです。 

3 月 10 日の試験日、17 日の発表日を経て 10 期生の受験

はすべて終了します。 

学塾で過ごした時間が彼らの未来に向けてのエール・贈り

物になるように、残りの時間も想いを込めて関わらせてい

ただきます。 

 



 

〇2023年度費用一覧について（先月と同じ内容です。） 

 

クレジットカード決済の導入について 

これまでは授業料は口座振替のみで対応させていただいていました。新年度からはクレジットカード決済

でも対応させていただきます。ただしクレジットカード決済にかかる費用はご負担いただく形になるため、

授業料とは別に手数料を 1,000円頂戴することをご了承ください。 

希望される方は info@gakujyuku.com宛に連絡をお願い致します。 

 

○新年度授業料について（先月と同じ内容です。） 

 

物価高の影響を踏まえて、学塾の授業料についても変更させていただくかどうかを検討していました。 

その結果、社会情勢を鑑みて講師給与の変更が必要であると判断しました。 

次年度（2月末の引落し）から運営費を 3,970円に変更させていただきたいと考えています。 

保護者の皆様には負担をいただくことになり申し訳ありませんが、講師が一人ひとりの塾生に思いを込め

て授業をすることで還元させていただきます。 

何卒ご理解の程よろしくお願い致します。 

 

〇2023年度学塾カレンダーについて（同封しています。） 

 

次年度 3 月以降の学塾カレンダーを作成しています。今回配布しているものは暫定版とさせてください。4

月に堀江中学の年間予定が出てテストの予定を確認した後に確定版を配布します。 

 

授業回数はこれまで同様年間で 45 回です。テスト前の休校を避けるなどの調整を行う関係上、月によっ

て授業回数に変動はありますが、年間の授業回数は同じになるように調整しています。45 回分の授業料

を 12 ヶ月で分割しているとお考えください。 

 

〇新年度教材について 

 

3 月の新年度スタートに向けて教材を発注します。ご購入いただく教材については 1 月末に確認していた

だけるように準備をしていきます。高校受験生は学塾での受講科目に関わらず 5 教科の問題集と英単語

の問題集のご購入をお願い致します。（教材費は 2月末の授業料と合わせて請求させていただきます。） 

 

テスト前学習会の教材は 3月の新年度に合わせての購入ではなく、4月末に合わせて準備致します。 

 

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。 

 

 

 

mailto:info@gakujyuku.com


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。） 

 

☆小学生☆ 

 

○新小学 4年生の受講科目について（G-kids コース・プレミアムコース共通） 

 

3年生までは 1 コマで算国 2教科の受講ができましたが、4年生からは 1 コマ 1教科となります。 

3 月から週 2 回にしていただくか、週 1 回で算国どちらかの授業となります。ご調整をお願い致します。

（受験コースに進まれる方は中学受験生の欄をご確認ください）。 

 

〇新中学 1年生について（面談案内を同封しています。） 

 

面談のご案内と授業時間帯の調整のお願いです。 

 

中学校に進学するにあたり、ご希望の方に面談を実施致します。 

中学生からの受講科目や時間帯、高校受験についてのご相談がある方はアンケートの提出をお願い致

します。 

一般的な進度では、2 月の授業から中学準備講座のテキストを使用する予定です。（各々の学習進度に

より時期は前後します。） 

 

国私立中学進学者を除き、3月から全員が高校受験コースへの進級となります。 

進学先で部活動をする予定の方は、6 講目・7 講目の授業に移動しておくことをおすすめします。現在も、

堀江中のバレーボール部・吹奏楽部の方の多くが 7 講目に来ています。毎年、仮入部が終わる 5 月から

遅い時間帯に変更したいという声をいただきますが、この場合、2つご留意いただきたいことがあります。 

 

・ ご希望の時間帯に席が無い可能性がある。 

・ 遅い時間帯（授業終了時刻 21時 50分）の生活リズムに合わせるまで時間がかかる。 

 

以上から、新年度が始まる 3月から 6・7講の席を押さえておくことをおすすめします。 

 

○英会話体験会について 

 

中学に進学する新中学１年生を対象に、3月にオンライン英会話の無料体験会を実施予定です。 

 



 

☆中学受験生☆ 

 

新小学 6年生のみなさん、入試まで 1年を切りました。今年 1年の流れとして押さえておいてほしいのは、

8月末までに入試に必要な学習内容を学び終えるということです。 

新たな知識を学ぶ毎週の授業と、実践力をつける講習会の 2本立てで進めていきます。 

 

新小学 5年生のみなさんは模試も始まります。学校のテストと模試の受け方は違います。 

5年生は週 4コマ＋自習が必須となります。（3科目受験の場合。2科目受験者は週 3コマ＋自習です。） 

この１年でしっかりと土台をつくり、6年生へつなげていきましょう。 

 

新小学 4年生の方について 

これまでは「スタンダードコース」「G-kids コース」と分かれており、75分で 2教科の授業をしてきました。 

4年生からは 75分で 1科目となります。中学受験コース 4年生の方は算国（理）＋1コマ自習の時間をつ

くるようにして欲しいです。 

3 年生までとは授業の進度、宿題の量も変わります。慣れるまでは大変に感じるかもしれませんが、まず

は 1 ヶ月頑張ってみましょう。 

 

〇模試について（新小学 6年生・5年生） 

 

第１回 五ツ木模試 3月 5日（日） 

 

 

☆中学 1・2年生☆ 

〇新中学 3年生について 

 

3月から受験学年がスタートします。 

1年間の流れは 2月開催予定の新年度保護者会でお伝えします。 

大きな流れとして、私立専願・公立問わず来年 12 月の冬休みから各自が受験する予定の入試問題に取

り組むことができるように進めていきます。 

（ただし文理学科などの難関校を受験する予定の方は 9月頃から対策ができるような進度で行います。） 

 

授業以外での学習時間も増えることになります。具体的には 

 

・塾長講座 

・毎月の課題（単語・理科・社会） 

・小テスト 

・春夏の講習会、冬の直前特訓 

・模擬テストの受験必須（9月～12月） 



これらの内容について、参加していただくことを前提として受験指導をしていきます。 

確認のために同意書を配布致します。内容を確認していただき提出をお願いします。 

 

 

〇新中 3 第 1回 塾長講座について（1月に案内を配布しています。） 

 

中学 3年生は今年度同様、月 1回を目安に塾長講座を実施します。 

 

日時は毎月いずれかの土曜日の 17時 45分～19時 00分です。 

 

第 1回 2023年 2月 4日（土） 17時 45分～19時 00分 

 

この日は受験学年に向けてのオリエンテーションです。 

全員参加でお願い致します。参加できない理由がある場合は申込書に添付している欠席届を提出してく

ださい。（申込書は 1月に配布します。） 

※原則 全員参加でお願い致します。 

部活動などで欠席される場合は欠席届をご提出ください。 

 

〇模試について 

 

五ツ木模試 2月 5日（日） 

 

希望者のみ受験です。 

受験を希望される方のみ申込書を提出してください。 

 

 

〇新中学 3年生（高校受験生）保護者会 

 

高校受験に向けて 1年間の方針をお伝え致します。（申込書は配布済です。） 

 

2月 11日（土） 14時 00分～15時 00分 

 

欠席の方には後日資料をお渡し致します。 

☆高校受験生☆（現中３） 

○中 3入試直前特訓について 

 

1月 28日（土）・2月 4日（土）・5日（日）・3月 4日（土）・5日（日）に実施します。 

 

時間帯のご確認をお願い致します。 

 

土曜日 13時 00分～テスト終了まで  日曜日 8時 30分～12時 35分 



〇高校受験生 入試出陣式について 

入試当日の注意点のお知らせや講師陣からのアドバイスをする学塾の恒例行事です。 

 

2月 5日（日） 13時～ 高校受験生は全員必ず出席してください。 

（推薦で高校から内定が出ている塾生も全員です。） 

 

直前特訓受講者は直前特訓終了後引き続き出陣式を行います。（直前特訓からの受講者には軽食を用

意しますので、お持ちいただく必要はありません。毎年ドーナツとジュースを差し入れています。） 

アレルギー等で食べられない方には他の物を準備させていただきます。  

該当する方は info@gakujyuku.com宛に連絡をお願い致します。 

 

○4月以降のアンケートについて 1月 31日（火）締め切り 

 

新年度生の定員を把握するために、4月以降についてのアンケートを配布しています。 

1月 31日（火）までに提出をお願いします。 

 

このアンケートにて継続をしないという選択をされた方には、3月末で授業を終了とさせていただきます。 

（2月末で引落しを止めます。） 

☆大学受験生☆ 

新高校 3年生に向けて伝えておきたいことはひとつだけです。 

次年度の高校 3 年生は学塾で中学受験・高校受験を経験しそのまま継続してくれている塾生ばかりです。

だからこそ、「大学受験は塾の授業だけでは完結しない。」ということを念を押してお伝えしておきます。 

学塾に住むように自習室に通い詰める。これができることが希望する進路へ近づく道となります。 

高校卒業後の進路に向けて、まずは十分な学習時間の確保から始めていきましょう。 

 

2023年度 新年度 塾生募集について 

 

お友達紹介キャンペーン 

紹介された方 入会金無料・紹介者 3000円分のクオカード 

 

【新高１～3】                            若干名 

【高校受験 新中 3】                       1名～2名 

【高校受験 新中 2】                        4名 

【高校受験 新中 1】                        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/ 
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