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致します。
そうした場合、ご希望の日時に添えない場合もありますのでご容赦ください。

月例テストのお知らせ

🎃Halloween

●小学生月例テスト：10 月第 2 週
「育伸社テスト」

どこまでも行こう
あの星を見つめながら

道は険しくとも
迷わずに行こう

Night

上記の日程で、授業内に実施いたします。
詳細は後日案内を配布いたします。

10 月 31 日（土）は🎃ハロウィンの

●中学生月例テスト：10 月 4 日(日)
中 3 生：「第 3 回 茨城統一テスト」
中 1・2 生：「育伸社テスト」

日にあたりますので、一部の講師が

上記の日程で月例テストを実施いたします。

ん。生徒さんも、仮装して授業を受

仮装して授業に臨むかもしれませ

詳細は後日案内を配布いたします。

けられます（もちろん、しなくても

※ 10 月 6 日(火)はテスト処理日のため、休講となります。

構いません）。
ご理解・ご協力のほど、宜しくお
願い致します。🎃

October 10 月以降 予定&休講日
10/4 日(日)
6 日(火)
11 日(日)
12 日(月)
18 日(日)
25 日(日)
11/1 日(日)
3 日(火)
8 日(日)

月例テスト(中学生)/休講日
休講日（テスト処理日）
休講日
休講日/体育の日
休講日
休講日
休講日
休講日/文化の日
茨城全県模試/休講日

＊編集後記＊

ICT 教育ということばが妙にもては

やされている。自身、仕事や趣味で PC はかなりの使
用頻度であるが、それでも ICT 教育が別段重要とも思
えない感がある。別に、ICT 自体が不必要だと言いた
いわけじゃない。兎に角、いろんな場面で ICT 教育に
ついて説明を受けるのだが、今ひとつ ICT 教育の重要
性が見えてこない。ICT を使って能動的に授業に参加
できる、と言われても困る。素朴な疑問として、能動
的に学習に向かう方法は他にいくらでもあると思う
のだが…。
編集 臥居猫

http://www.exe-ac.jp

「学習の質」に求めるもの
進学塾

夏休みが終わり、ひと月が経とうとしています。
中 3 生は夏にうまく軌道に乗って、2 学期に入っても継続して学習が進んでいる生徒さんがだいぶ増えてきま
した。しかし、部活があった一学期より時間的にやってはいるものの、
「学習の質」が変わっていない生徒もま

当 EXE では、従来の特待制度を見直し、より通塾し易く、また生徒さんの学習の励みとなるように、
新たに「塾内奨学生制度」を新設します。対象は中学生で、

だまだいます。

●中 1・2 生は 11 月より

現状の中 3 生の生徒さんを大別すると、

●中 3 生は 10 月より

右記の適用資格者全員が対象ですので申し込みは不要、

A:夏休みにうまく軌道に乗り、現在も学習が継続している

奨学生制度

割引率

条件 （平均偏差値SS）

EXE 奨学生

100%

SS 72以上

EX 奨学生

50%

SS 70以上

X 奨学生

20%

SS 65以上

E 奨学生

10%

SS 60以上

A 奨学生

5%

SS 55以上

適用いたします。

該当者はこちらからお知らせします。

B:夏休みはそこそこできたが、二学期になりトーンダウンしている

（※ これに伴い、従来の特待制度は廃止します）

C:夏休みにうまく勉強の波に乗れず、二学期になっても変わらない
果たして、どのパターンでしょうか。何とか今までの貯金で食い繋いでいる生徒さんも見受けられます。しかし、

＜適用基準＞

貯金は使ってしまえば無くなります。まだ宿題やワークを手慰みに解いて勉強したつもりになっている生徒さん

・適用資格は、当塾の本科塾生中学部を対象とする。
（土曜特別講座生・プライベート授業受講生は適用外）

もいます。学習が軌道に乗っていない生徒さんほど、この傾向は強いようです。
教科によりますが、まとめノート・間違い直しノートができていない生徒さんは、残念ながら本人が思ってい
るほど効果が現れていないのは事実です。これは、茨統などの模擬試験の間違い直しノートをチェックしている
と、普段から間違い直し・まとめノートをやっている生徒さんとやっていない生徒さんとでは、学習の精度・深

・当塾実施による模擬試験（茨城統一テスト）の成績を用い、当該学年実施の偏差値の平均を基準とし、
下記の表に基づいて適用する。
・適用基準の考査は年 3 回実施。年度初めの 4 月からスタートし、9 月・1 月に再考査する。
・適用の期間は、考査から次の考査まで奨学生制度を継続する。

さがまるで違うからです。
我々EXE 講師がこうしたことを執拗に言い続けるのは、そうした勘違いから悔しい思いをした生徒さんを何
人も目の当たりにしてきたからです。生徒さんが何となく「入試はこれくらいで大丈夫だろう」というのは、荒
唐無稽であまりにも危険でしょう。

（※ 途中入塾の場合は、入塾時の試験で判断し、次の考査まで適用する。）
・本科講座の授業料を対象として割引。
（※ 冷暖房システム通信費・テキスト代・月例テスト代は割引の対象外。
）
・不正があった場合は、1 年間奨学生制度の適用資格を剥奪する。
・夏期・冬期の講習については、授業料についてのみ適用し、講習受講料は対象外とする。

中 1・2 生は新人戦という波の中で大わらわのことと思います。中 1・2 生と言って一括りにできませんが、中

・兄弟姉妹割引対象者も適用されます。

3 生になって困らないようにしておく勉強が大事です。今一番してほしいことは、学校のワークを使っての間違
い直しです。どうしても家庭学習の中心はワークになってしまうのは致し方のないことです。しかし、ワークを
EXE ‘PRIVATE Lesson Course’

EXE ‘PRIVATE Lesson Course’プライベート授業

プライベート授業

えぐぜ・キッズくらぶ

解いていれば学力が上がるわけではないですから、しっかりと間違い直しをして、正しい理解・知識を身につけ

ること、その術を知っておくことです。もちろん、定期テスト対策にもなり一石二鳥です。
何はともあれ、受験勉強は中 3 生になっていきなり始まるわけではないのです。

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！!＞

2015 第 2 回「茨城全県模試」

中学 1～3 年生

昨年度から始まった「茨城全県模試」
、本年度第 2 回目!
2015 年

11 月 8 日(日)

◆主催／茨城統一テスト協議会・株式会社新教研

● 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。

● 対象学年：中学 1・2 年生

● 対象学年：小学生

● 実施曜日：日曜日（月 3 回）

● 実施曜日：日曜日（月 3 回）

● 時間帯：

● 時間帯：

A/15:00 ～ 16:20（80 分）

A/15:00 ～ 16:20（80 分）

B/16:30 ～ 17:50（80 分）

B/16:30 ～ 17:50（80 分）

C/18:00 ～ 19:20（80 分）

C/18:00 ～ 19:20（80 分）

※上記時間帯から選べます。

● 教科：メインの教科を選べます。
（メインの教科以外も勉強できます。
）
（ワークを解いた後に、ノートまとめをしていきます。
）

・冷暖房・ｼｽﾃﾑ通信費：1,080 円／月

※「教科&内容」については、受講に先駆けて

・テキスト代：540 円／1 教科 1 冊

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。

● 1 クラス：3～5 名
● 受講費用[消費税込]

4,000 円（消費税込）

● 受講費用[消費税込]
・授業料：6,000 円／月（3 回）

カウンセリング面談を実施したうえで決定。

受験料

● 教科：国語・算数のどちらか

● 内容：学校のワークを中心とした基礎力の定着。

※ 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

☆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。

※上記時間帯から選べます。

・授業料：9,000 円／月（3 回）
・冷暖房・ｼｽﾃﾑ通信費：1,290 円／月

10/11 より START！
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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
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