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＊編集後記＊  今なお続く熊本の震災の被災者

の方々にはお見舞い申し上げます。自ずと 5 年前の

ことが思い起こされるのであるが、昨年の常総市の

水害のことも考えると、いつ何時天災が降りかかっ
てくるかは人知の超えたところにあると感じる。そ

うであるからこそ、子供達には刹那的にならず、今

与えられた時間をちゃんと生きてほしいと願うばか
りである。 

          編集 臥居猫  

 
 
 

May 5 月以降 予定&休講日 
 

5/3～5日 
8日(日) 

15日(日) 
22日(日) 
29日(日) 

6/5日(日) 
12日(日) 
14日(火) 

 

 
休講日/憲法記念日・みどりの日・こどもの日 

休講日 
休講日 

休講日 
休講日 
休講日 
第 1回 茨城全県模試（月例テスト） 

休講日/テスト処理日 

 

面談期間 4/20 (月) ～ 5/16 (土)  
現在、上記の日程で面談を実施しております。4 月 2 日に実施しました「学力判定模試」の結果データを基に、現

在の学力状況と今後の学習の方向性について、お話をさせていただいております。まだお申込みなさっていない場合

は、是非ともお申込みいただき、なるべく全ての保護者様とお話しさせていただきたいと考えております。 

指定の期日でご都合が悪い場合は、直接ご連絡下さい。 

保護者面談について 

道筋をつけろ！ 

＜中 2 生＞ 
 思春期も相まって、なかなか学習に心を持って行きづらい学年ですが、いかに学習から離れないようにして

いくかが大事です。本来この学年は中 3 への布石として大事な時期なのですが、学校では部活などで追いまく

られ、勉強が意識から外れていく生徒さんは少なからずいます。やはりこの時期に勉強から離脱してしまった

生徒さんは一様に、その後の成績は芳しくないのも事実です。特に部活が忙しくなる夏から 2 学期にこうした

例は見受けられます。一度離れてしまうと、元の学習のペースに戻すのは辛くなり、また、間が抜けている分、

成績も戻しにくくなってしまっているようです。 
 部活などで忙しいのも分かりますが、だからと言って勉強しなくていいという理由にはなりません。中 2 生

は、とにかく「ヤルべきことをヤル」をベースに、ガムシャラに勉強するのではなく、復習を中心にしてしっ

かり身に付けていく学習スタイルが有効です。妙にヤル気を出したり、逆にヤラなかったりするのが一番危険

で、決まったペースで勉強する習慣が大切になってきます。 
 
＜中 1 生＞ 
 まだまだ始まったばかりですが、今一番大切なのは学習の方向性を理解し、勉強のやり方を身に付けること

です。早くも現時点で英語の単語を覚えることですら苦戦を強いられている状況です。小学生の時は、デキな

くても一生懸命頑張ったことで評価されたり許されたりしましたが、それでは中学の学習についていけなく

なります。「覚えるべきことをしっかり覚え、理解すべきことをしっかり理解する」という考えを持って勉強

に向かわなければなりません。それが「ヤルべきことをヤル」です。たとえ学校で提出物を出して大人しく授

業を受けてさえいれば問題がなくても、です。 
 勉強するときには、基本的な知識を理解して頭に入れてなければ理解できることもできなくなります。もち

ろん、問題を解いても覚えていないのですからデキるわけありません。ですから、まず基本的なことをしっか

り、理解して頭に入れることが最優先です。覚えるのも、ただ眺めていては覚えられません。何度も何度も、

声に出してみる、書いてみる、こうした作業が伴わないと覚えられることも覚えられません。 
 中学 1 年生の内容は、中学の学習内容の基礎作りですから、やってヤリ過ぎということはないでしょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月例・講習確認テスト実施予定 

月例テストについて 

月/学年 小　学　生 中 1・2 生 中　3　生

  5　月 - - -
6月第2週

育伸社テスト(6月度)
  7　月 - - -

育伸社テスト(8月度)
  9　月 - - -

10月第2週
育伸社テスト(10月度) 育伸社テスト(10月度) 茨城統一テスト (第3回)

11月第2週
育伸社テスト(11月度)

12月3日(土)
育伸社テスト (12月度)3科

育伸社テスト(1月度)
2月第2週

育伸社テスト(2月度)
3月5日(日)

育伸社テスト(2月度)
  回　数 各学年 全7回

  8　月
夏　　　期　　　講　　　習　　　最　　　終　　　日

茨城統一テスト　中1・2・3(第2回)

4月2日(土)

10　月
10月9日(日)

  4　月
学　　　力　　　判　　　断　　　模　　　試

  6　月
6月12日(日)

茨城全県模試　中1・2・3(第1回)

茨城全県模試　中1・2・3(第2回)

  3　月 - -

各学年 全8回

  1　月
冬　　　期　　　講　　　習　　　最　　　終　　　日

茨城統一テスト　中1・中2(第3回) ／中3(第4回)

  2　月
2月5日(日)

茨城統一テスト　中1・中2(第４回) ／中3(第5回)

12　月 - -

11　月
11月13日(日)

 

 

茨城 NO.1 の参加者数 抜群の合否判定信頼度 
 

 20 年にも及ぶ実績と中 3 生だけでも 7000 人を超える受験者からの

たくさんのデータを元に、信頼度の高い合否判定で定評があります。

現在、県内の 400 以上の塾が加盟しています。 
 
＊主催 茨城統一テスト協議会®  http://www.ibatou.jp/ 
＊協賛 進学研究会 

進学塾EXE エグゼ は 

茨城統一テスト 

茨城全県模試 

上記テストの準会場として正式に登

録されています。塾に通っていない生

徒さんも、当塾で上記のテストを受け

ることができます。 

EXE では次のテストを使用し、学力判定、進路・学習指導に活かしております。また、このテストは年数回のコース分け

の基準にも使用しております。 
 

＜茨城統一テスト＞ 
茨城県 No.1 の参加者（受験者）数を誇り、茨城県立高校入試の合格判定として信頼性の高いテストです。当塾は茨城統一

テスト協議会設立当時から加盟し、受験会場となっています。 
 

＜茨城全県模試＞ 
2014 年から、県下 No.1 の「茨城統一テスト協議会」と No.2 の「新教研」との共催により始まった模擬試験です。年 2 回

（6 月・11 月）中 1～3 生まで全学年のが決定しています。 
 

＜育伸テスト＞ 
現在の学年の学習内容だけでなく、復習内容を含めて出題される全国レベルのテストです。範囲の決まっている定期テスト

とは違い、真の実力が試されるテストです。難易度の高い出題がなされる私立高校入試の合格判定として信頼性が高いです。 

道筋をつけろ！ 

＜中 3 生＞ 
 中 3 生は例年、5 月後半から総体までの期間で、なかなか学習に向かえない時期に突入していきます。このこ

とは予め容易に想像がつくことですが、みんなそうだからと言って、決して流れに任せて放って良いわけでは

ありません。 
 まず結論から言えば、4・5 月の過ごし方で夏の学習が決まると言っても過言ではない、ということです。総

体が終了してから学習態勢をどう作るのか、これが中 3 生にとっては大きな分かれ道となります。例年 6～7 月

になると「部活が終わったら…」「夏休みに入ったら…」「8 月になったら…」という言葉を耳にするようになる

のですが、たいていの場合、こうした言葉を口にする生徒さんはこのセリフを順序正しく口にして、ズルズル

と「何もしない快適な夏」を過ごすことになります。 
 生徒さんが学習に向かう時に少なからず問題が発生します。 
「ちょっとやっても、直ぐにできるようになるわけではない」 
「勉強はただやればいいわけではない」 
 これは思い違いし易いことなのですが、夏期講習になって勉強を始めてもすぐに力がつくわけではありませ

ん。まず、1、2 週間ちょっとやったから急に学力が伸びるわけではないのです。まず、初めの 1 週目はペース

に慣れることで精一杯かもしれません。 
 「やってるからいいじゃん！」とお子さんたちは言うかもしれません。しかし、その程度の学習では本当の学

力はつかないのです。ちゃんとしたやり方を数か月間継続して初めて力はついてくるものです。 
 「夏になったら、ちゃんとヤルから…」と言うセリフも危うく、本人はちゃんとやろうと思えばできると思い

込んでいます。それに、この言葉の裏には「勉強はちょっとやれば直ぐデキるようになる」という気持ちがどこ

かにあるのでしょう。また「ちょっとやってデキる程度のことしかやらなくていい」という魂胆なのかもしれ

ません。実際にはちょっとやってデキる程度のことでは、他の人だってちょっとやればデキるので差がつかな

いのですが…。 
ですから、この 4、5 月はちゃんとヤルことの大変さも含めて、一度「ちゃんとヤル」ということを身につけ

ることが大事になってきます。そうした生徒さんは、いざ部活が終了して本格的に勉強へと移行する際に、戻

るべき復元ポイントのようなものを明確に持っている訳ですからスムーズな移行ができます。 
何となく勉強に向かう人は何となくできなくなるので、どこに戻っていいのか分からなり、ズルズルと時間

をムダにしたり、いい加減なことをしたりするようになってしまうのです。 
 

 POINT!  
 
①中 3の学習内容は多い！しかも難しい！ 

現在の文部科学省の決めたカリキュラムでは、中 1・
2 の内容に比べ中 3 生の学習内容が多くなっています。 

中 1・2 生は中 3 になる前に、中 1・2 の学習内容をあ

る程度しっかり身につけておかないと、「中 3 になった

らちゃんとヤレばいい」では中 1・2 の復習か中 3 の学

習のどちらかに手が回らなくなる場合が多いです。 
当の中 3 生はどうするかと言いうと、1 学期から夏休

みにかけて中 1・2 の復習をしっかりしておくことで

す。2 学期になって中 1・2 の学習内容でつまづいてい

ると、受験勉強はおろか、一番手強い中 3 の 2 学期の学

習内容がすっぽりと抜けてしまうかもしれません。 

②模擬試験は結果だけを見てはダメ！ 
模擬試験は「上がった！」「下がった!」と、結果だけを気にして

も意味がありません。せっかく受けた試験ですので、何をどんな風

に間違ったのか、そこに注目するとこれから勉強の方向性が見えて

きます。不正解にもいろいろあります。英語で言えば文法が分かっ

ていないのか、単語が書けていないのか。数学では、考え方が身に

ついていないのか、計算ミスなのか。そうした不正解の内容を「間

違い直しノート」にしていきましょう。模擬試験を「受けただけ」

では、勉強にはならないのです。 
 
③模擬試験の平均値を見る！ 

模擬試験を何回も受けていると、上がったり下がったりと様々で

す。学力を見るのに一番確実なのは平均値を見るのが有効です。特

に中 3 生はそれぞれの回の志望校判定を見て一喜一憂するよりも平

均値で判断するとよいでしょう。過去のデータでも、模擬試験の平

均値で見たと実際の入試の合否判定はかなり精度が高いです。 
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＊編集後記＊  今なお続く熊本の震災の被災者

の方々にはお見舞い申し上げます。自ずと 5 年前の

ことが思い起こされるのであるが、昨年の常総市の

水害のことも考えると、いつ何時天災が降りかかっ
てくるかは人知の超えたところにあると感じる。そ

うであるからこそ、子供達には刹那的にならず、今

与えられた時間をちゃんと生きてほしいと願うばか
りである。 

編集 臥居猫 
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8日(日)

15日(日)
22日(日)
29日(日)

6/5日(日)
12日(日)
14日(火)

休講日/憲法記念日・みどりの日・こどもの日

休講日 
休講日
休講日 
休講日 
休講日 
第 1回 茨城全県模試（月例テスト）
休講日/テスト処理日 

面談期間 4/20 (月) ～ 5/16 (土)

現在、上記の日程で面談を実施しております。4 月 2 日に実施しました「学力判定模試」の結果データを基に、現

在の学力状況と今後の学習の方向性について、お話をさせていただいております。まだお申込みなさっていない場合

は、是非ともお申込みいただき、なるべく全ての保護者様とお話しさせていただきたいと考えております。 

指定の期日でご都合が悪い場合は、直接ご連絡下さい。 

保護者面談について 

道筋をつけろ！ 

＜中 2 生＞ 
思春期も相まって、なかなか学習に心を持って行きづらい学年ですが、いかに学習から離れないようにして

いくかが大事です。本来この学年は中 3 への布石として大事な時期なのですが、学校では部活などで追いまく

られ、勉強が意識から外れていく生徒さんは少なからずいます。やはりこの時期に勉強から離脱してしまった

生徒さんは一様に、その後の成績は芳しくないのも事実です。特に部活が忙しくなる夏から 2 学期にこうした

例は見受けられます。一度離れてしまうと、元の学習のペースに戻すのは辛くなり、また、間が抜けている分、

成績も戻しにくくなってしまっているようです。

部活などで忙しいのも分かりますが、だからと言って勉強しなくていいという理由にはなりません。中 2 生

は、とにかく「ヤルべきことをヤル」をベースに、ガムシャラに勉強するのではなく、復習を中心にしてしっ

かり身に付けていく学習スタイルが有効です。妙にヤル気を出したり、逆にヤラなかったりするのが一番危険

で、決まったペースで勉強する習慣が大切になってきます。

＜中 1 生＞ 
 まだまだ始まったばかりですが、今一番大切なのは学習の方向性を理解し、勉強のやり方を身に付けること

です。早くも現時点で英語の単語を覚えることですら苦戦を強いられている状況です。小学生の時は、デキな

くても一生懸命頑張ったことで評価されたり許されたりしましたが、それでは中学の学習についていけなく

なります。「覚えるべきことをしっかり覚え、理解すべきことをしっかり理解する」という考えを持って勉強

に向かわなければなりません。それが「ヤルべきことをヤル」です。たとえ学校で提出物を出して大人しく授

業を受けてさえいれば問題がなくても、です。

 勉強するときには、基本的な知識を理解して頭に入れてなければ理解できることもできなくなります。もち

ろん、問題を解いても覚えていないのですからデキるわけありません。ですから、まず基本的なことをしっか

り、理解して頭に入れることが最優先です。覚えるのも、ただ眺めていては覚えられません。何度も何度も、

声に出してみる、書いてみる、こうした作業が伴わないと覚えられることも覚えられません。

中学 1 年生の内容は、中学の学習内容の基礎作りですから、やってヤリ過ぎということはないでしょう。 




