2016

第1回

茨城全県模試

始動!

「茨城全県模試」
2014 年から県下 No.1「茨城統一テスト協議会」と No.2「新

現在、県内 400 以上の塾が加盟してお

教研」との県内二大組織共催によりスタートした、県内最大受験

り、20 年にも及ぶ実績とデータ・県立入

者数を誇る模擬試験です。昨年度 11 月に実施された茨城全県模

試を想定した出題レベルによる、信頼度

試では約 10,500 人の中 3 生が受験・参加しました。茨城県立高

の高い合否判定で定評があります。

校の志願者（約 2 万人）のうち約 50%が受験しています。
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中 3 生だけでも 7000 名を超える受験者

昨年度からは中学生全学年を対象とし、年 2 回（6 月/11 月）

数を誇る、県下 No.1 の模擬試験です。

実施しています。

6 月 12 日 (日)
学年

中1・2生

学年

中3生

集合時間

★ 17：20 ★

集合時間

★ 17：20 ★

志望校記入
英語 (45分)
国語 (45分)
数学 (45分)
社会 (45分)
理科 (45分)

17：20～

志望校記入
英語 (50分)
国語 (50分)
数学 (50分)
社会 (50分)
理科 (50分)

17：20～

17：30～18：15
18：20～19：05
19：10～19：55
20：00～20：45
20：50～21：35

17：30～18：20
18：25～19：15
19：20～20：10
20：15～21：05
21：10～22：00

＊ EXE は「茨城全県模試」「茨城統一テスト」の準会場として登録されています ＊
☆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。 受験料

4,000 円（消費税込）

節電・地球温暖化対策として左記の期間、クール・ビズを実施いたします。
スタッフの軽装にご理解・ご協力のほど、宜しくお願いします。
また、教室内は生徒さんの熱気で大変暑くなることが多いです。水分補給のた

5 月最終週から 9 月最終週まで

June 6 月
6/5 日(日)
第2週
12 日(日)
14 日(火)
19 日(日)
26 日(日)
7/3 日(日)
2・9 日(土)

以降

めのお飲み物をお持ちいただくなり、体温調整のできる服装での受講ができるよ
うにしていただくなり、ご協力をお願い致します。

予定&休講日

休講日/全国統一小学生テスト（赤塚校のみ）
小学生/月例テスト
第 1 回茨城全県模試（中学生/月例テスト）
休講日(テスト処理日)
休講日
休講日
休講日
休講日/保護者会「入試情報セミナー」＊
＊保護者会予定をご覧ください

＊編集後記＊

もの凄く努力をしなくても、大

抵のことはそこそこ成し遂げられるものである。今
よりも少しでも良くなるように努力を惜しまなけれ
ば、である。そう考えると、成功の秘訣が見えてく
る。まずはヤルという「決断」だ。決断できればあ
とは簡単、さっき書いた通り。少しでも良くなろう
と行動すればよい。決断も努力もしないまま成功だ
けを夢見るのはどうかしている、ってことになる。
編集 臥居猫

http://www.exe-ac.jp

Read the Waves! Catch the Wind!

波を読め! 風を捕まえろ!

6月
上旬

6 月上旬

中 3 生修学旅行

＜6 月は荒波の季節＞
1 学期の 6 月以降は中学生にとって鬼門の季節であり、ここから 7 月まではなかなか思うよ

2016 第 1 回

うに学習を進められない、そんな時期に突入していきます。中でも中 3 生は修学旅行・総体・期
末試験と行事が目白押しです。

茨城全県模試

6 月 12 日（日）

「茨城全県模試」は中 1 生～中 3 生まで実施となり、年間 2 回（6 月・11 月）実施となります。
EXE では月例テストとして実施いたします。 ※ 詳しくは裏面をご覧ください。

しかし、落ち着いて学習する時間がないからと言って勉強しなくていい理由にはなりません。
遅々として学習が進まぬ 6 月が過ぎ 7 月に入ってやっと体が空いた時、どれだけスムーズに勉強
する態勢に移るかが勝負です。生徒さんも少しずつ忙しさが増していく日常に流され始めている
のではないでしょうか。

6 月中下旬
6 月下旬

＜忙しさの荒波を「行動の習慣化」で乗り越える＞
こうした時期ですから、忙しさの波に呑み込まれてしまうと収拾がつかなくなります。そうか

6月

と言って「ヤル気」に期待しても、ある日突然「ヤル気」が湧いてくる生徒さんはいません。皆

下旬

無と言っていいでしょう。

結論から言うと、まずは「行動」です。人の心は行動と環境で変化すると言われています。汚

- 保護者会 -

地区総合体育大会
1 学期末定期試験

入試情報セミナー

対象:中学生の保護者様
※ 中 3 生の保護者様には原則参加でお願いしております。

伝えすべく、上記の日程で中 3 生の保護者様を対
象に保護者会「入試情報セミナー」を開催いたし
ます。
（後日、案内を配布します）

7月

い部屋で過ごしている人は徐々に心が蝕まれてきますが、きれいに片付いている部屋に住んでい

赤塚校 7 月 2 日(土)● ／ 7 月 9 日(土)

る人の心は自然と積極的になるようです。ちょっとしたことでも引き延ばさずに、すぐやるよう

那珂校 7 月 2 日(土)▲ ／ 7 月 9 日(土) ●

▲

● 10:30～11:40 / ▲ 13:00～14:10

にしていくことが大事になってきます。単純に考えても、行動する環境にないものに「ヤル気」

＜70 分（予定）＞

は決して芽生えないはずです。
7 月上旬

もう一つ大事なことは、「スケジュールの確認」です。そんなに多くの予定を頭に入れておく
必要はありません。こまめにスケジュールを確認しておけば大丈夫です。行動したくてもスケジ
ュール的に無理であれば、せっかくのヤル気もムダになります。意外とその場任せ、親任せにし

6 月上旬に県より平成 28 年度県立高校入学試
験の結果が発表されます。その内容をいち早くお

7 月下旬

夏の学習に向けて大事な時期です。
※中 3 生の保護者様は原則参加でお願いします。
※外部参加も可能ですので、お知り合いで参加希
望の方がいらっしゃいましたら、なるべく事前に
お知らせください。

中央・県北総合体育大会

7 月に入ると入試まで

約 240 日！

夏期講習 スタート！

ている生徒さんもいるようで、そうした生徒さんには「行動」が伴わない場合が多いです。

保護者面談 ご参加ありがとうございました。

「スケジュールの確認」は「行動」を「習慣化」してくれます。行動が習慣化できれば絶えず
「行動」という刺激が心を動かしてくれ、良いサイクルが生まれるわけです。忙しさの波をしっ
かりと読んで、習慣化と言う風に乗って、この困難な時期を乗り越えることができます。

4 月下旬から 5 月中旬にかけて中 1・2・3 生の保
護者面談を実施させていただきました。たくさんの
ご参加をいただき、感謝しております。

EXE が言う「ヤルべきことヤル」とは、決して「人として…云々」といった倫理的な意味合

勉強も方向性を間違えると、後で修正することが
難しくなります。この時期に面談を実施したのも、

いだけを伝えたいわけではなく（それも少しありますが…）、
「行動が徐々にヤル気を形成してい

なるべく早い段階で学習の方向性を見据えていただ

く」という考えから出たもので、その「行動の習慣化」が確かな学力を培うと信じているからで

きたいとの考えからです。

す。生徒さんには、与えられた状況はどうあれ、自らの力で前に進んで行ってほしいと願い、少
しでも役立つ環境づくりをしていきたいと考えております。

こちらの面談実施時期でなくても、ご相談等があ
る場合はお気軽にお申し付けください。また、こち
らから声をお掛けする場合もありますので、今後も
ご理解・ご協力のほど、宜しくお願い致します。

＜ご面談内容より＞
ご面談でお話しさせていただいた中で強く感じたことは、どの学年
においても「ヤルべきこと」やっている生徒さんの成績は安定して上
向きであるということでした。
「間違い直し・まとめノート」「意味調べノート」など、滞らずにな
さっている、また、ノートの内容がしっかりしてる生徒さんは授業で
習った直後は内容に不安を抱えていても、しっかり身についているよ
うで、模擬試験などで変なミスはしていないようです。一応ノートを
提出しているから大丈夫だと考えている生徒さんは、もう一度ノート
の内容を見直す必要があります。
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