中 3 生限定

インフルエンザ予防接種について

今年は 8 月の下旬から落ち着かない天候が続き寒暖の差も激しく、9 月以降、既に体調を崩してしまって
いる生徒さんが多く見受けられます。特に受験生である中 3 生は疲れや不安が重なり、これからの季節、よ
り体調を崩し易くなります。
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
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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
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。

◆予防接種費用：¥2,000

【日時・場所】 11 月 19 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 3 生対象

※ 今季より 4 価ワクチンの導入に伴い原価値上がりのため、
接種費用を値上げさせていただきます。

（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

11 月に実施される各中学校における三者面談に先駆け、10 月最終週より、中 3 生の保護者様を対象に面
談を実施させていただきます。
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

学 然 後 知 不 足
学びて然る後に足らざるを知る

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。中には、まだ宿題を済ませただ
けで勉強した気分になって、1 学期と学習量が変わっていない生徒さんもいるのには驚かされます。
また、まだ得意な教科だけを勉強し、苦手教科の勉強を敬遠しがちである生徒さんが多いのも事実です。
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
らなくなってきます。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今のう
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。

November 11 月以降 予定&休講日
11/1 日(日)
3 日(火)
8 日(日)
10 日(火)
13 日(金)
15 日(日)
22 日(日)
23 日(月)
29 日(日)
12/5 日(土)

休講日
休講日/文化の日/全国統一小学生テスト（赤塚校のみ）

茨城全県模試（月例テスト）/休講日
休講日（テスト処理日）
休講日/県民の日
休講日
休講日
休講日/勤労感謝の日
休講日
中 3 生月例テスト（3 科）

＊編集後記＊
代表作ではないが、茨木のり子さんの詩で一番
好きなのは「汲む」である。年を取ると徐々に感
性を自分で鈍らせたフリをして誤魔化そうとし

The boughs that bear most hang lowest.

ているうちにホントに焼きが回ってしまうもの

実るほど頭を垂れる稲穂かな

である。
たまに、稚拙で大人になり切れない心の内を歯
痒く感じている自分にとっては救いの詩である。
良いこともあり、悪いこともある。そのたびにど
う向き合うのかゼロからスタート。
そんな多感な中年であっても良いのだろう。
編集 臥居猫

http://www.exe-ac.jp

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！!＞

学 然 後 知 不 足

中学 1・2・3 年生

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します！

「茨城全県模試」2015 年 11 月 8 日

学びて然る後に足らざるを知る

このところ、生徒さんの様子を見ていますと、顕著なのは「勉強していない生徒さんほど、何とかな

(日)

るんじゃないかなぁ」と思っているように感じます。勉強していない生徒さんほど勉強のやり方が雑で

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きます。受験料は既に月例テスト

一見すると当たり前のことのように感じるかもしれませんが、この話は成績の上下に関係なく、勉強

第2回

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。
（お申し込み等の手続きも必要ありません。
）

※「茨城全県模試」は茨城統一テストと同様、「EXE 塾内奨学生制度」考査の対象となります。
＜中 1・2 生の保護者様へ＞
中 1・2 の生徒さんにとって、まだ受験といっても…という感はあるのでしょうが、定期テストなどの範囲が決めら
れたテストでは分からない実力が分かります。中 1・2 生の時点から具体的に受験に向けて学習をする・しないはさて
おき、いざ中 3 生になったとき、いきなり自分の学力と志望する高校のレベルとのギャップに直面させられるのは酷
なことです。もちろん模擬試験はあくまでも模擬ですから、成績云々ばかり気にするよりも、今自分の理解していない
ところ・デキていないところを確認してしっかりできるようにすることが大事です。問題を解くことだけで力がつくこ
とはありません。その後に何をするかが大事になってきます。

すし、自分が勉強しなければいけないと感じていないようです。

量に限った話です。今のところある程度の成績を保っている生徒さんでも、勉強量が少ない生徒さんは
「自分は大丈夫だろう…」と心のどこかで思っているようです。勉強のやり方も雑です。同じ成績の生

徒さんでも、しっかりと勉強量を確保している生徒さんは「まだ足りない…もっとちゃんとやらなけれ
ば…」という意識が強く感じられます。結局、定期テストなどの目先の成績で判断しているのでしょう
が、あくまで、今の時点の、入試ではないテストの成績でしかありません。入試で良い点が取れる保証
はどこにもないのです。
勉強量が足りない生徒さんは、悪い部分を除いた良い部分（自分にとって都合のいい部分）だけを事
実として受け取り、それに基づいて自分の勉強の必要性を判断しているようです。勉強のやり方も内容

中 1 生は将来的に 2020 年問題が控えています。どう変わるかはまだ詳細は不明ですが、いずれにせよ生半可な学力

も、自分に都合のいい勉強しかしなくなります。そうした楽観的な判断は、何回も繰り返していくうち

では通用しないようです。確かな学力があれば、いくら教育制度が大きく変節したとしても早々揺らぐものではないは
ずです。こうした意味でも、学力の判断基準を一つに求めず、中 1・2 生のうちから模擬試験などを積極的に受けてお

に次の判断を狂わせるのは必定です。そうなると「負のスパイラル」です。成績が下がっても「たまた

く必要性があります。

あとはもうお分かりの通り…です。

＜中 3 生の保護者様へ＞
11 月のこの時期は「夏の学習」の成果が表れ始め、模擬試験では出題範囲も大きく入試に近づきつつあるため、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、母集団が大きく正確なデータが算出されるので重要なテストとなりますので、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。

☆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。
会場受験料

4,500 円（消費税込）

ま今回は…」という言い訳に繋がります。

これで済めばいいのですが、実はさらに続きが…。判断が狂って来ると、自分を向上させることが本
来の目的であるにもかかわらず、
「自分を良く見せて満足する」というピンボケな行動に繋がっていきま
す。残念ながら「自分を良く見せる」行動に始終している生徒さんで成績が伸びた例はないのです。
決して、学年に関係ない話ではありません。

EXE で受験する場合は 4,000 円（消費税込）

今年の 9 月 11 日、常総市の広範囲にわたり豪雨による鬼怒川氾濫により甚大な被害に遭われたことは記憶に新し
いことです。今回、
「茨城統一テスト協議会」では「NPO 法人 茨統教育研究会」を通じて、被災された常総市内の
市立中学校へ通学の中学 3 年生全員（任意）を「茨城全県模試」に無料で特別ご招待することとなりました。常総
市教育委員会側も申し出を歓迎してくださり、茨城県立水海道第一高等学校様が校舎を会場として提供してくださ

中 1・2 生

ウインタータイム移行

11 月より

のお知らせ

る運びとなりました。

中 1・2 生対象

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

◇ 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
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。

「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。学校のワーク
の宿題等も、溜めて後でやろうとするから大変です。家でやらな
いなら授業の後に残ってやっていくことをお勧めしております。
「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
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