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＊編集後記＊

ボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞した。青

天の霹靂といってもいい選考であったが、ご本人か
らは何の音沙汰もないらしい。考えてみれば当然の

こと。自ら望んで受賞に至ったわけでもない。自分

の与り知らぬところで勝手に選ばれたのだ。何の感
慨もないのかと思う。しかし、受賞を諾っても辞退

してもノーベル賞受賞に明確な意思表示をしたこと

になる。So don't think it twice, it's alright.（だか
ら、考え直すこともない、これでいいのさ）なのだ

ろう。
編集 臥居猫 

November 11 月以降 予定&休講日

11/3 日(木) 

6 日(日)

10 日(木) 

13 日(日) 

15 日(火) 

20 日(日) 

23 日(水) 

27 日(日)

12/3 日(土) 

4 日(日)

11 日(日) 

休講日/文化の日 
休講日 
インフルエンザ予防接種（中 3 生限定） 

月例テスト 第 2回茨城全県模試
休講日/テスト処理日

休講日
休講日/勤労感謝の日
休講日
月例テスト (中 3生のみ)
休講日
休講日

中 3生対象  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 月末より、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。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。

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
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。  
【日時・場所】 11月 10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

◆予防接種費用：¥2,000
※ 4 価ワクチンの接種費用です。
（差額は当塾で負担させていただきます）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 月例テスト 

 2016 第 2回「茨城全県模試」 
 

◆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。 

 

※ 内部塾生の場合「茨城全県模試」を 11 月の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、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。 
受験料 4,000円（消費税込） 

EXE は茨城統一テストの準会場として登録されています。 

中学 1年生 
中学 2年生 
中学 3年生 

2016 年11月 13日(日) 

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「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  

中 1・2生  
ウインタータイム移行 

のお知らせ 

 

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。 

◇ 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 

 小5生 小6生

赤塚校 11/11(金) 11/10(木)

那珂校 11/10(木) 11/11(金)

小学 5年生 
小学 6年生 

右記の日程、 
授業時間内に実施します。 

※ ご都合が合わない場合は、 
早めにご連絡下さい。 

 

国語 数学 英語 社会 理科
文学的文章の読解・鑑賞 1・2年学習領域の復習 リスニング [地理]　総合 総合問題
説明的文章の読解 多項式の計算 分詞の形容詞的用法 [歴史]　総合 [単元1]
韻文の鑑賞 因数分解 間接疑問文 [公民] 運動とエネルギー まで
古典の鑑賞と読解 平方根 英作文 日本国憲法と基本的人権まで [単元2]
（漢文を含む） 2次方程式 生命のつながり まで
漢字・語句 関数 [単元3]
文法・作文 自然界のつながり まで

文学的文章の読解・鑑賞 式と計算 読解問題 共通問題 1年学習領域の復習
説明的文章の読解 連立方程式 助動詞 地理）日本のすがた [単元1]
古典の鑑賞と読解 1次関数 不定詞 世界から見た日本のすがた 化学変化と原子・分子
漢字・語句 接続詞 九州地方 [単元2]
文法 英作文 歴史）古代までの日本 行動のしくみ　まで

リスニング 中世・近世の日本
＜選択＞ (江戸幕府の成立と鎖国まで）
東書 選択問題
SVOO/SVOCの文 A地理）中国・四国地方
開隆 B歴史)近世の日本
There is/are ~.の文 (産業の発達と幕府政治の動きまで）

文学的文章の読解・鑑賞 正の数・負の数 読解問題 共通問題 [単元1]
説明的文章の読解 文字と式 Let's ~./命令文 地理）世界のすがた 植物の生活と種類 まで
詩の鑑賞と読解 1次方程式 3単現の文 世界各地の人々の生活と環境 [単元2]
漢字・語句 名詞の複数形 歴史）古代までの日本 物質のすがた まで
文法(言葉の単位) How many ~?の文 (奈良時代まで)

英作文・リスニングテスト 選択問題
＜選択＞ A地理）世界の諸地域
東書 (アジア州)

疑問詞疑問文とその答え方 B歴史)古代までの日本
開隆　人称代名詞 (平安時代)

疑問詞疑問文とその答え方

中3

中2

中1

※ 11月 13日(日)を過ぎての 
受験日の振替はできません。 

ご都合が合わない場合は、
早めにご連絡下さい。 

振替日を設定いたします。 

教科 ＼ 学年 中1・2生 教科 ＼ 学年 中3生
集合時間 ★ 17：20 ★ 集合時間 ★ 12：10 ★

志望校記入 17：20～ 志望校記入 12：10～
英語 (45分) 17：30～18：15 英語 (50分) 12：20～13：10
国語 (45分) 18：20～19：05 国語 (50分) 13：20～14：10
数学 (45分) 19：10～19：55 数学 (50分) 14：20～15：10
社会 (45分) 20：00～20：45 社会 (50分) 15：20～16：10
理科 (45分) 20：50～21：35 理科 (50分) 16：20～17：10

Too Early To Give up 諦めるには早すぎる 

 最近、生徒さんの様子を見ていて気になるのは、実に諦めのいいことです。問題と取り組んでいてち
ょっと分からないと、直ぐに正解を知りたがります。自分で考えてみて、分かる箇所を確認してから分
からない箇所はどこなのか探ってみたりする。少し時間のかかることですが、勉強ができるようになる
ためにこうしたことは必要なことです。 
 まして、新しい単元に入れば今までとは違う新しいことを習うわけですから、今までと勝手が違うの
は当然と言えます。見慣れない知識や今まで考えもしなかった考え方が要求されるわけです。今までの
手法が通用しなくなると生徒さんは、「この単元は難しい」とか「この内容は自分に合わない」と直ぐに
口にします。しかし、何事にも初めはありき、です。それが勉強です。 
 算数や数学では、単純な与えられた式を計算さえしていれば良い訳ではありません。自分で考えて式
を立て計算をしていかなければ正解は導き出せません。国語では、しっかりと文章を読解して、理解し
てこそ正解が導き出せます。英語は、単語を覚えるのは当然であり、文法の規則を理解したうえでそれ
を使いこなして、正しい文を書かなければなりません。 
 勉強を作業としてこなしてきた経験が多いせいか、作業することが勉強だと勘違いしている部分があ
ります。単純な作業でデキないことは 

「難しい」→「嫌い」→「自分には必要ないこと」 
という図式が多かれ少なかれ出来上がってしまっていると感じます。 
 これは、小学生から中学生まで共通してみられることで、受験生である中 3 生ですら例外ではありま
せん。 
 勉強に対する意識は、一朝一夕に変えられるものではありません。不用意な発言を耳にしたらすぐ修
正していますが、ご家庭でもご理解・ご協力を賜りたく存じます。 
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＊編集後記＊   

ボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞した。青

天の霹靂といってもいい選考であったが、ご本人か
らは何の音沙汰もないらしい。考えてみれば当然の

こと。自ら望んで受賞に至ったわけでもない。自分

の与り知らぬところで勝手に選ばれたのだ。何の感
慨もないのかと思う。しかし、受賞を諾っても辞退

してもノーベル賞受賞に明確な意思表示をしたこと

になる。So don't think it twice, it's alright.（だか
ら、考え直すこともない、これでいいのさ）なのだ

ろう。 

              編集 臥居猫  
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中 3生対象  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 月末より、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。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。 

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
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。  
【日時・場所】 11月 10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 

◆予防接種費用：¥2,000 
※ 4 価ワクチンの接種費用です。 
（差額は当塾で負担させていただきます）  

 

 




