保護者面談について
中 1・2 生 保護者面談
現在、中 1・2 生の保護者様を対象に面談を実施しております。お申し込み・ご参加頂き、ありがと
うございます。
現在、学習内容が十分に消化されていない中で、中 1 生の学習内容は難しくなりだいぶ差がつき始
めていますし、中 2 生はここで中学校の折り返し地点です。現在の学習状況や今後の学習の進め方に
ついて、お話できればと考えております。中 1・2 生の面談は 10 月中旬まで行っておりますので、ま
だこれからという場合は、お早めにお願いします。
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中 3 生 保護者面談
11 月から各中学校で三者面談が実施されます。それに先駆け中 3 生の保護者様を対象に 10 月中旬
以降、保護者面談を実施いたします。私立の受験校と県立の志望校を決める重要な三者面談となります
ので、少しでも多くの情報を提供できご協力できればと考えております。期間が近づきましたら、各校
舎よりご案内を配布いたします。
※面談の日程設定は、お申し込みの早い順に時間調整をしておりますのでお早めにお願いいたしま
す。ご希望の日時に添えない場合がありますのでご了承ください。

月例テストのお知らせ
●小学生月例テスト：10 月第２週
「育伸社テスト」
上記の日程で、授業内に実施いたします。詳細は後日ご連絡差し上げます。

●中学生月例テスト：10 月 5 日(日)
中 3 生：
「第 4 回 茨城統一テスト」
中 1・2 生：
「育伸社テスト」
上記の日程で月例テストを実施いたします。詳細は後日案内を配布いたします。
10 月 7 日(火)はテスト処理日のため、休講となります。
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茨城統一テスト協議会・新教研

共催

＜県内二大組織の共催による最大の母集団！!＞

「茨城全県模試」

覚えるべきことは覚え、理解すべきことは理解する。
夏休みが終わってもうひと月が経とうとしています。今
年もあと三箇月。受験生である中 3 生はもうすでに時間と
の勝負であると感じている時期であり、中１・2 生は受験

11 月 9 日(日)

◆主催／茨城統一テスト協議会・株式会社新教研
◆後援／読売新聞東京本社水戸支局

● 県内二大組織が共催することで、受験者の母集団がさらに増え、高校受験の目安となる志望
校判定のためのさらに正確なデータを提供できるようになりました。
茨城県立入試に向けての模擬試験をこれまで別々に実施してきた茨城統一テストと新教研テストです
が、より正確なデータを受験生に提供するため、今年より共催して「茨城全県模試」として模擬試験を

生でなくとも学力を充実させていく時期だと感じているは
ずです。実際の行動はともかくとして、少なくともそう考
えていることは確かです。
しかし、実際の行動となるとなかなか遅々として進まず、
手間のかかる勉強はつい後回しにしてしまっているのが現
状ではないでしょうか。

実施する運びとなりました。手始めに今年は中 3 生の 11 月に実施するテストを「茨城全県模試」とし

「学力は時間量に比例する」これはやはり真理だと思い

て共催実施いたします。来年度以降は中 1・2 生の模擬試験も実施を視野に入れて動き始めています。

ます。どうしても否定できない。しかし、
「ただ勉強時間が

※ 内部塾生の扱い

多ければいいわけでもない」これも事実です。

内部塾生の場合「茨城全県模試」を月例テストとして受験していただくことになります。受験料は既
に月例テスト代としていただいておりますので、追加の費用はかかりません。申し込み等の手続きも必
要ありません。

全国統一 小学生テスト 11/3(月・祝)
学

年

2科（算・国）

4科（算・国・理・社）

小5・6生

8：50 ～ 11：15 8：50 ～ 12：25

小4生

8：50 ～ 11：15 8：50 ～ 12：15

小3生

8：50 ～ 11：10

※マークシート形式テスト

※今回、当塾では
小学 1 年生と小学 2 年生のテストを
実施は致しません。
※父母説明会は実施いたしません。
※小 5・6 生は対策授業を予定しています。
詳しくは各校舎からの案内をご覧ください。

受験生である中 3 生の中には、本人は結構長い時間を勉
強に費やしているつもりであっても、実際にはその大半を
無為に過ごしていたり、ただ作業をしているだけで頭に入
っているわけではない場合が多々見受けられます。また、

☆もちろん、塾に通っていない生徒さんも受験することができます。
一般生申込締切 10 月 24 日(金)

一般生受験料

茨城県進学フェア 2014
10 月 13

受験料 無料

※内部塾生は全員参加となりますので、
申込の必要はありません

中学 3 年生

中 3 生の 11 月「第 5 回 茨城統一テスト」は今年から「茨城全県模試」に変わります。

2014 年

全国統一テスト

4,200 円（消費税込）
小学 6 年生
中学 3 年生

のお知らせ

水戸会場：水戸三の丸ホテル
日(祝・月) 11：00 ～ 16：00

（入場無料・入退場自由）

本年度も「茨城県進学フェア 2014」が開かれます。この進学フェアでは進学を希望する学校の先生方
と直接、個別で進学相談ができます。毎年 EXE では受験生である中 3 生を中心に原則参加でお願いして
おります。
実際に進学を希望する学校の先生方と話をすると、人ごとのように考えていた受験を現実と受け止め、

ちょこちょこっと形だけ済ませ、勉強した気分になってい
る場合もあります。残念ながら、こうした場合には身につ

科目

時間

いておらず、学力向上には繋がってないのが実情です。そ

集合

～

して、頭の中ではこんな風に考えていることが多いのです。
「そのうちナントカなる…と思う」

9：00 （10）

9：00 ～ 10：00 （60）

英語

10：10 ～ 11：10 （60）

べきことはしっかり覚える。理解すべきことはしっかり理

国語

11：20 ～ 12：20 （60）

解する。その上で、実際に問題を解いてみる。そして足り
ない知識、理解の弱い部分を補う。そうやって身について
いくものです。覚えるべきことも覚えず、理解してもいな
い状態で問題演習を繰り返しても、効率が悪く効果が薄い
ことははっきりしています。

験校が決定される三者面談が控えておりますので、受験校決定の参考にしていただけると思います。生徒

終わらない授業」をしているのは、やはりこうした基本的

さんのみならず保護者様もご参加いただけます。
主催／NPO 法人親子進路応援センター
－内容－
後援／茨城県・茨城県教育委員会・茨城県私学協会・
●学校案内配布
NPO 法人茨統教育研究会
協賛／IB 留学センター・金原・東芝北関東支店
●各校担当者による面談進学相談会
運営協力／総進図書
●入試関係資料配布
協力／茨城統一テスト協議会・声の教育社・大学通信・
●総合進学相談（茨城統一テスト協議会）
日本私学通信社
●進学フェア特別セミナー
・
「27 年度入試はこうなる」
（NPO 法人茨統教育研究会 理事長 高杉俊介）

なやり方を体に覚えさせてほしいと願っているからです。

※詳しい案内を別途配布しております。当日は EXE 講師陣が会場を案内しますので、おおよその来訪
時刻を確認させていただいております。

8：50 ～

数学

中 1・2 生の生徒さんに現在、
「覚えるまで、デキるまで

内容が重複しますのでご了承ください。

ガイダンス

8：50

何となく学力は上がっていくことはありません。覚える

受験生としての自覚が芽生える生徒さんが毎年多く見受けられます。また、11 月には各中学校で私立の受

※「27 年度入試はこうなる」につきましては、当 EXE の保護者会にご参加いただいている場合、

11/2(日)

全国統一 中学生テスト

※ 英語：リスニングを含む

※ 本年度は各校舎で実施となります。
※ 中 3 生は原則全 員参加、
中 1・2 生は希望者のみ参加 となります。
※ 志望校判定はありません。

全国統一 高校生テスト

もちろん、覚えたことは時間がたてば忘れることもありま

教科

す。しかし、一度でもしっかり覚えたことは取り戻すのに

外国語

覚える・理解することがいかに大切であるかは自ずと浮か
び上がってくるはずです。そして、早くから始めれば始め
るほど、効果的だということもはっきりしています。

↓詳しくは
お問い合せ下さい。
東進衛星予備校

水戸赤塚校
029-257-6788

ることはできないと考え、今後も指導に当たって参ります。

10/26(日)
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理科

物理I、化学I、生
物I、地学I、『物
理基礎、化学基
礎、生物基礎、地
学基礎より2科
目』から最大2科
目

「今覚えることは覚え、理解すべきことは理解する」勉
強、EXE ではどの学年においてもこれを差し置いて指導す

時間

英語

数学(1)

然して手間がかかりません。はなから中 3 になって覚える
ことを考えてみれば、中 1・2 生の時点で一度はしっかり

科目

地理歴史
・公民

世界史B、日本史
B、地理B、倫
理、政治･経済、
現代社会、『倫
理、政治･経済』
から最大2科目

1科目

2科目

1科目

2科目

120分 200点

60分

100点

120分 200点

保護者面談について
中 1・2 生 保護者面談
現在、中 1・2 生の保護者様を対象に面談を実施しております。お申し込み・ご参加頂き、ありがと
うございます。
現在、学習内容が十分に消化されていない中で、中 1 生の学習内容は難しくなりだいぶ差がつき始
めていますし、中 2 生はここで中学校の折り返し地点です。現在の学習状況や今後の学習の進め方に
ついて、お話できればと考えております。中 1・2 生の面談は 10 月中旬まで行っておりますので、ま
だこれからという場合は、お早めにお願いします。

X
EX ecute
EX plore
E ffect
EX cellent
EX pert

中 3 生 保護者面談
11 月から各中学校で三者面談が実施されます。それに先駆け中 3 生の保護者様を対象に 10 月中旬
以降、保護者面談を実施いたします。私立の受験校と県立の志望校を決める重要な三者面談となります
ので、少しでも多くの情報を提供できご協力できればと考えております。期間が近づきましたら、各校
舎よりご案内を配布いたします。
※面談の日程設定は、お申し込みの早い順に時間調整をしておりますのでお早めにお願いいたしま
す。ご希望の日時に添えない場合がありますのでご了承ください。

月例テストのお知らせ
●小学生月例テスト：10 月第２週
「育伸社テスト」
上記の日程で、授業内に実施いたします。詳細は後日ご連絡差し上げます。
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中 3 生：
「第 4 回 茨城統一テスト」
中 1・2 生：
「育伸社テスト」
上記の日程で月例テストを実施いたします。詳細は後日案内を配布いたします。
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