中 3 生限定

インフルエンザ予防接種について

10 月になっても台風が上陸する今年のような天候の下では寒暖の差も激しく、生徒さんも何かと体調を
崩しがちのようです。無論、受験生の皆さんもこの時期は疲れや不安が重なり体調を崩し易くなっています。
EXE では毎年受験生である中 3 生を対象に、インフルエンザ予防接種を実施しております。インフルエ
ンザに罹ってしまいますと、通常 1 週間は学校も欠席せざるを得ません。また試験日周辺でインフルエンザ
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に罹ってしまい、思うように力を発揮できないこともあります。受験生の皆さんに万全の体制で試験に臨ん
でもらいたいという思いの下、石橋内科医院院長先生のご厚意・ご協力を頂き実施させて頂いております。
ご希望の場合、後日配布する申込み用紙に必要事項を記入の上お申込み下さい。

【日時・場所】 11 月 13 日（木）
◎赤塚校 17：15 ～ 18：00
◎那珂校 18：30 ～ 19：15
担当医：石橋内科医院院長先生

中１・２生対象

◆予防接種費用：\1,500
（差額は当塾で負担させていただきます）
※ 東海校の生徒さんは、那珂校にて接種していただきます。

保護者面談より

9 月下旬から中 1・2 生の面談を実施いたしまし
た。多くの保護者様にお申し込み、ご来塾頂きまし
て、誠にありがとうございました。
勉強について、どの生徒さんにも共通して言える
のは、やはり「理解すべきことは、理解する。覚え
るべきことは、覚える。」これだけは外せないとい
うことです。
「覚えるのが面倒臭い、ちゃんと説明
を聞いて理解するのは疲れる…」こんな風に考えて
いる限り、学力・成績が伸びないのは当然です。
かといって、ヤル気を出して猛勉強するように、
ともお伝えしておりません。ヤル気というのは実に
気まぐれですので、そこに依拠して学習を進めるこ
とは決してお勧めできることではないからです。
「日々の学習の中で、ヤルべきことをちゃんとや
る。デキるようにする。」この一言に尽きると思い
ます。
ご来塾いただいた保護者様にはご理解いただい
けたことと存じます。今後とも、ご理解・ご協力の
程、賜りたく存じます。
EXE 講師一同
御礼まで

11 月
November

予定
＆

休講日

中 3 生対象

保護者面談

正攻法×行動の継続

11 月の各中学校における三者面談に先駆け、
10 月中旬以降、中 3 生の保護者様を対象に面談
を実施させていただいております。
私立の受験校と県立の志望校を中心に現在の
学習状況を確認させていただいておりますが、ま
だまだ受験生としての学習にしては絶対量が足
りないというのが率直な感想です。また、まだ苦

＝

学力・成績上昇率！

手教科の勉強を敬遠しがちである生徒さんが多
いことにも驚かされます。理科・社会が苦手な場
合、知識量が多いのも理科・社会ですので、入試
が近づけば近づくほどどうにもなりません。県立
高校入試は 5 教科トータルです。手を打つなら、
まだ時間の余裕があるうちではないでしょうか。
※ 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、ご希望の日時に添えない場合
があります。日程調整がうまくいかない場合は各校舎
にお問い合わせください。

2 日(日) 全国統一中学生テスト
3 日(月) 全国統一小学生テスト
9 日(日) 月例テスト＜茨城統一テスト＞
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＜中 3 茨城全県模試＞

11 日(火)
13 日(木)
16 日(日)
23 日(日)
24 日(月)
30 日(日)

休講日/テスト処理日
インフルエンザ予防接種(中 3)
休講日
休講日/勤労感謝の日
休講日/振替休日
休講日
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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」

中学 3 年生

前号でもお伝えしました通り、本年度より、11 月の第 5 回茨城統一テストが「茨城全県模試」に
変わります。模擬試験はその性質上、受験者母集団が大きければ大きいほど正確なデーターが算出さ
れます。
「茨城統一テスト協議会」
「㈱新教研」両加盟塾に通塾している生徒さんは、基本的に全員参
加となります。
「受験者 10,000 人」を目指しておりますので、是非ともご協力を賜りたく存じます。

2014 年

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。

※ 内部塾生の扱い
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、

毎年 11 月のテスト結果は、
中 3 生にとって入試との相関性
が高いというデータが出ており
ます。こうした意味でも今回の
「茨城全県模試」は、今までの
テスト結果より母集団が大きく
正確なデータが算出されること
が予想されます。県立高校合格
の可能性を高めるためにこのテ
ストを一つの目安として勉強を
進めて試験に臨んでいただきた
いと思います。

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。

☆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。
一般生受験料

4,200 円（消費税込）

「勉強のやり方」へのこだわり
「こだわり」という言葉は、個人的趣味色が強く、あまり勉強に関して使いたくはないのですが、今回は
敢えて。決して目新しい話ではありませんが、教室で生徒さんと対峙していますと、どの学年の生徒さんに
も共通してある「学習の障壁」のようなものが見え隠れします。
「覚えることを面倒くさがる」
学習を進めていく上で、基本的な知識は必要不可欠です。基本的な知識が身についていないのに一生懸命
問題演習をしても、デキない現実と直面するだけで前進しません。学校の学習もワークが中心ですから、ワ
ークをひと通りやっても身につくわけではありません。結局、勉強をしたというアリバイ作りみたいになっ
てしまっています。
（ヒドイ場合はそれを勉強と勘違いしていることも多々）
「教えたことと違うことをする」
なぜか捻じ曲がる…。これは授業中、教えた直後に問題演習に移った際に、唖然とすることがあります。
何度も何度も途中で確認しながら、丁寧に説明した後で、ニコニコしながら「わかったぁ！」と言いながら、
全く違うことをします。どうやら、理由は「何となく…」だそうです。板書をキレイにノートに写すことが
勉強ではないはず。
家庭学習の具体的な方法もお伝えしていますが、提出されたノートを見ると違うことをやってきて「やっ
たんだから、いいじゃん？」といった答えが返ってきます。面倒くさいから適当に、という理由ならある程
度理解も可能？ですが、そうではなく「ノートを提出しなければならない→提出したかどうかをチェックさ
れる→提出さえすればいい」という発想と、
「細かいやり方を言われたが、それに近いものを提出すればい
いのだろう」という発想が混ざり合ったもののようです。
なぜ「勉強のやり方」にこだわるのか、その答えは単純です。デキるようになるためです。同じ時間を勉
強に費やすのなら、効果が出る方法でヤルのが当然だということです。にもかかわらず、生徒さんの勉強の
様子を見ていると、勉強したというカタチを残すことが最優先になり、効果が出ない勉強をしていることが
多いのです。しかも、受験学年である中 3 生でさえ、いまだにこうした勉強をしている生徒さんもいるくら
いです。
教える側が「勉強のやり方」にこだわらなければ、誰が勉強の内容にこだわるのでしょうか。EXE では、
デキるようになるための効果が出る勉強を生徒さんにしてほしいと考え、指導に当たっております。

EXE で受験する場合は 4000 円（消費税込）

全国統一テスト

5 教科×50 分

11/3(月・祝)

全国統一 小学生テスト
学

中 1・2 生

ウインタータイム移行のお知らせ

◇ 火曜日・木曜日 （中 1・2 生共に、授業後 30 分延長あり）
中 1 生/19:00 ～ 21:20
中 2 生/19:35 ～ 21:55
◇ 土曜日（従来通りで変更なし）
中 1・2 生/19:00 ～ 21:45

11 月より

ウインタータイム移行に伴い、11 月より中 1・2 生の授業時間帯が変更
となります。送り迎え等でお手数をおかけしますが、ご協力お願い致します。
※授業時間は長くなりますが、授業料に変更はありません。

月例テストのお知らせ

年

2科（算・国）

（「茨城統一テスト」第 5 回に相当）
上記の日程で月例テストを実施いたします。試
験範囲など詳細は後日案内を配布いたします。
※

11 月 11 日(火)はテスト処理日のため、
休講日となります。

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

●範囲
各学年 2 学期までの教科書の内容+応用力
（中学受験の内容も含む）

●全教科マークシート方式
●持ち物
受験票・筆記用具(HB の鉛筆)・上履き
●返却資料
個人成績表・結果資料集

※当日、保護者様にはアンケートをご協力いただいております。宜しくお願いします。

●中学生月例テスト：11 月 9 日(日)
中 1 生：
「茨城統一テスト」第 3 回
中 2 生：
「茨城統一テスト」第 4 回
中 3 生：
「茨城全県模試」

受験料 無料

11/2(日)

全国統一 中学生テスト
教科

配点

時間

ガイダンス

―

10分

8:50 ～ 9:00

数学

100点

60分

9:00 ～ 10;00

英語

100点

60分

10:10 ～ 11:10

国語

100点

60分

11:20 ～ 12:20

●範囲
全学年共通・中学履修全範囲
国語：古典を含む・英語：リスニングを含む

●全教科マークシート方式
●持ち物
受験票・筆記用具(HB の鉛筆)・上履き
●返却・配布資料
解答解説集・個人成績表
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とは決してお勧めできることではないからです。
「日々の学習の中で、ヤルべきことをちゃんとや
る。デキるようにする。」この一言に尽きると思い
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いことにも驚かされます。理科・社会が苦手な場
合、知識量が多いのも理科・社会ですので、入試
が近づけば近づくほどどうにもなりません。県立
高校入試は 5 教科トータルです。手を打つなら、
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