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今、君たちは、勉強に専念してさえいればいいわけで、 

それが、どれほど幸せなことか、いつか分かるときがくる。 

                      (桑島良平) 
 毎日塾で何時間も集中している生徒と接するたびに、実は毎回感心します。

そして羨ましく思います。 

 恵まれた環境で、大量に知識を詰め込み、試行錯誤しながら多くの思考を

し、思考経路を確認し、記憶し、難しめの問題でチェックをし、模試や入試で

自分の無限の可能性を力試しする。本当に素晴らしい時間です。ぜひ大切にし

てください。 

 大学入試では今後大きな改革が断行されます。ますます思考力・記述力が問

われる時代になっていきます。 
 

困難は分割せよ。(デカルト) 
 模試の復習は必ずやっていることでしょう。復習をすると、とても効果的

です。ただし、問題を解くだけでは、どの問題が解けて、どの問題が解けない

かをただ選別しただけで、１㎜も力はつきません。模試は「当日復習」「後日

やり直し」してこそ意味があるのです。 

 通常、受験した模試はその日のうちに復習しているものです。「できなかっ

た（あるいは間違えた）問題に再チャレンジしてみて、それでもできないよう

であれば、解答などを見ながら解けるようにする。」これを模試の当日に行

う。ここまではだれでもやることです。そうです。あなたもやっていることで

しょう。私が言っているのは、この先です。 

 できるようにした問題を、後日、再びやり直しているかどうか。 

 やり方の経路が記憶されていることを確認し、前回よりもより速く確実に解

くことができるようなトレーニングしておく必要が

あります。 

 模試がこれから増えてきます。「模試の当日復習

した問題を、後日再びトレーニングする」ように、

必ず習慣づけてください。（くじら） 

【先月の復習】 

一時的根性論より 

『小さな努力の習慣』を！ 
勉強に専念できる幸せ 

ＴＯＰＩＣＳ 
○勉強に専念できる幸せ ：１ 

○小学生 

  目標を見つけよう!          ：２ 

○中学生 

  定期試験の復習をしよう！：２ 

○高校生 

  学年別・夏の学習方針    ：２ 

○試験対策の様子 ：３ 

○定期試験の結果報告 ：３ 

○先輩からのメッセージ：３ 
○今月のカレンダー      ：4 

しずちゃんが キャンディを ５つぶ たべる あいだに、 やまちゃん

は ２つぶしか たべることが できません。 しずちゃんが ２０つぶ 

キャンディを たべたとき、 やまちゃんは なんつぶ たべましたか。 
ロゴ提供：おやこ新聞 

【親が子へヒントを出す時は…】 
しずちゃんが５つぶならやまちゃんは２つぶ。しずちゃんが１０つぶならやまちゃんは４つ

ぶ。しずちゃんが１５つぶなら…。 

答え）８つぶ 

 

模試は「当日復習」「後日やり直し」 

【
今
月
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言
葉
】 



中学生 

小学生 

もうすぐ７月です。そろそろ夏休みの過ごし方の計画を立てはじめているころでしょうか。 

夏休みは約１か月あり、何もしないと、ただ、だら～っとした時間が流れるだけです。 

しかし、これをやろう！という目標があれば、成果を出しやすい期間でもあります。 

中学受験がしたい、高校は○○高に行きたい、などの目標があったり、将来○○になりたいという夢を持っていたりする

と、勉強に結びつけやすいので成果も出やすくなります。 

 

しかし、まだなにも夢や目標が決まっていない小学生もいます。そんな時、目的をもって勉強しよう！とご家庭で呼びかけ

ても、なかなかすぐに動き始めるものではありません。ですから、ご家庭でお出かけになる時には、職業体験や社会を知る

きっかけになるような場所や本や人との出会いを探してみるのもいいかもしれません。 

ちなみに、子どものころの夢は頻繁に変わってもよく、アイドル→看護師→教師→お嫁さん→会社で働きたい→・・・変わ

るたびに「そうなんだね、応援するよ。」と一緒に盛り上がっていいのです。そんなときは、ぜひ、くじら塾の先生にも教え

てください（笑）。 

昔、あまり自分の希望を言わない生徒さんがいました。あるとき、保育士になりたいとい言いだしました。お母様は最初は

「ふ～ん」という感じで受け流し、しばらくすると「そんな成績でなれるわけがない」と言い、高校入学後は、資格を取るた

めに大学受験を頑張ろうと思ったら、「つぶしの効く学部にしなさい」と言って、大学には入学したものの、入った学部では

保育士の資格が取れないからと、中退してしまいました。 

逆に、小学生のころから成績はあまりパッとしなかったものの、夢に向かって進むには難しい資格の勉強が必要なお子さん

の進学に悩んだお母様がいました。親子で学校に掛け合い、塾に相談し、 資料をあさ

り、知り合いを頼って話を聞きながら、学校を選び、難しいといわれていた高校に合格、

その後、高校で上位の成績を取り続け、大学で今年、国家試験を受ける、という方もいま

す。 

子どもが夢を素直に話してくれて、親が応援するきっかけを掴みやすいのは、何と言っ

ても小学生のうちです。中学生、高校生になると、親子の間でなかなか素直になれない

ケースが出てきます。ぜひ、たくさん出かけしたり、本を読んだりして、親子で夢や価値

観を共有し、もっとできるようになりたい、もっと勉強したいという気持ちを育ててくだ

さい。(北山あさえ) 

夢や目標を見つけよう! 

 多くの生徒が定期テストを終え、一息つきたい頃だと思い

ます。テスト勉強で普段より多くの勉強をしていましたし、

気持ちも張っていましたので、これは健全な反応です。しか

し、長い目で見た時に一番大切なのは「テスト後の過ごし

方」だと考えられます。なぜなら、定期テストは最終目標で

はなく、小目標だからです。 

 よく「定期テストは短距離走、受験はマラソン」と例えら

れます。定期テストは直前に勉強量を増やして、短い学習範

囲を短期記憶に叩き込みます。一方、受験はしっかり普段か

ら積み重ねて、３年間学習してきたことをどれだけ長期記憶

に貯蔵できるかが勝負のカギを握ります。この二つの学習プ

ロセスの違いのため、「定期テストはできるのに、模試では

成績が上がらない」という現象がよく起こります。この

ギャップを解消するのが、「定期テストの復習」なのです。 

 定期テストを小目標とすれば、受験のための弱点診断テス

トとも捉えられます。あれだけ勉強したのにテストで点に結

びつかなかった部分は明らかに弱点ですし、１００点を取っ

ていたとしても、せっかく短期記憶に叩き込んだ知識を捨て

てしまうのは勿体ないことです。多くの学校でテストのやり

直しの宿題が出ていますが、それをただの作業と片付けてし

まうか、受験勉強を先取りしてやっていると意識するかは大

きな差になります。 

 まずは、この定期テストの結果

を７月の月例テストへ向けた弱点

診断テストと捉えなおして、復習

を進めていきましょう。 

   （白土亮光） 

 いよいよ夏期講習会が迫ってきました。今回は学年別に夏の

学習方針を伝えます！ 
 

高３＆高卒生：とにかくやるのみ！ 

 センター試験の配点の大きい大学の志望者はセンター対策を

中心に、２次試験の配点の大きい大学の志望者は２次試験対策

を中心に。大学の２次試験の過去問を３～５年分程度解いて、

合格者平均と照らし合わせてみよう。自分の今の位置が分かる 

はず。 

高２生：志望大学は決まっているだろうか？ 

 いろいろな大学で開催されるオープンキャンパスにぜひ参加

してみてほしい。自分の目で見ると実感がわき、学習意欲が出

てくる。学習面では、英数国を固めること。特に数ⅠA、現代

文と英語はもうセンター試験範囲まで履修済みである。また、

理系は理科１教科、文系は社会１教科を学習し始めると３年生

になったとき楽になる。２年生は『秋から受験生』である意識

を持って夏を過ごそう。 

高１生：優先的に英語と数ⅠAの予習復習を進める。 

 時間に余裕があるなら、ぜひセンター試験や２次試験の問題

を解いてみてほしい。今習っている内容と入試問題とのギャッ

プを感じてもらえると思う。さらに、普段あまりじっくり時間

をかけて取り組みずらい古典もぜひ学

習しよう。 

 今回の夏期講習会では上記の方針を

意識して一人一人夏のカリキュラムを

立てました。この夏の努力が秋に実を

結びます。塾を有効活用して、更なる

飛躍を期待しています！ 

（石川恵一） 

定期試験の復習をしよう！ 学年別・夏の学習方針 高校生 



試験対策の様子 

定期テスト・模試等の結果報告 

◆◇先輩からメッセージ◇◆ 
（高校受験編） 

中３Ａさん 定期テスト数学１００点！ 

中３Ｂさん 定期テスト英語９８点！ 

中３Ｃさん 定期テスト国語１７点アップ！数学９４点！ 

中３Ｄさん 留学権獲得試験ELTiS(英検２級、大学入試レベル) 

                     基準点突破！留学権獲得！ 

中２Ｅさん 定期テスト数学９４点！ 

中２Ｆさん 定期テスト２回連続 合計９５点アップ！ 

中２Ｇさん 定期テスト５科目232点→385点１５３点アップ 

中１Ｈさん 定期テスト理科９５点！ 

中１Ｉさん 定期テスト英語９６点！ 

中１Ｊさん 構内模試 数学 学年１位！ …など続々！ 

 

●中学生 

高３Ｋさん 難関大本番レベル模試 物理９０点！ 

高３Ｌさん センター模試 数学ⅡB９０点！ 

高３Ｍさん センター模試 理科基礎志望校 

   A判定突破！ 

高１Ｎさん 定期テスト英語９７点！古文９０点！ 

  …その他学年上位者多数！！ 

●高校生 

中学生・高校生の皆さん、 

  定期テストお疲れ様でした!! 

牧口 準之助くん 
旭丘高校合格・進学 

札幌光星高校合格 

立命館慶祥高校合格 
（澄川中学出身） 

受験勉強はテスト勉強と違い、日々の積み重ねが重要なんだと思いま

した。僕は直前に一気にするより、コツコツとする方が苦手だったの

で、苦労しました。ですが、コツコツと努力するのは受験勉強だけで

なく、色々なことに通じるので、本当に良い経験になりました。 

■後輩へ・・・まだ１年だからとか、まだ２年だからとか学年関係な

くどんどん進んでいけば、後々楽になるし、効率もいい。かといって

毎日いっぱいにするのではなく、少しずつ、少しずつ、なしくずして

いくように勉強するのが良い。あとはモチベーションを保ち続けるの

が大切。 

早瀬 秀果さん 
旭丘高校合格 
（平岸中学出身） 

私立の受験ではどの教科でも１・２こ解きづらい問題、分からない問

題があったので、ぶつかった時は先の問題に進み、出来るものから解

くことが後々とても重要だと思いました。社会の出題範囲が広くて

困った。 

■後輩へ・・・自分の苦手なことを見つけて自分の得意なところをの

ばせるのがイーストの良いところだと思っています。個別の授業では

あるけど、周りの人たちの雰囲気にいい意味で流されて、より頑張ろ

うという気持ちになります。 

※小学生は検定対策中です。 

6/19現在 



【漢字検定】 
 

 / ( )  

【思考力検定】 
 

 / ( )  

■学習塾パシフィック・セミナー 
 札幌市白石区本郷通４丁目北８－１５ 

 くじらビル  〒００３－００２５ 
 電話: ０１１－８６８－８８０８ 

 ＦＡＸ: ０１１－８６８－８８３８ 

 電子メール: ｋａｎｓｙａ＠ｋａｎｇｅｋｉ．ｔｖ 

日 月 火 水 木 金 土 
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夏期講習開始 
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授業料等振替 
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２０１５年６月-７月 

■大学受験予備校イースト 
 札幌市南区澄川３条２丁目３-５  

 江本ビル２Ｆ 〒００５-０００３ 

 電話：０１１－８３２－０９３０ 

 ＦＡＸ：０１１－８７６－８６２２ 

 電子メール：east-sumikawa@future.ocn.ne.jp 

くじら塾（株） 

【英語検定】 
 

 / ( )  

合格 

目指して 

頑張ろう! 
検定日 検定日 検定日 

●７月の月例テスト：小４～中３ 
７/４(土) 

○１３：３０～１７：００過ぎまで（中１・２・３年） 

○１３：３０～１５：４０頃まで （小５・６年） 

○１３：３０～１４：４０頃まで （小４） 

※今後の月例テストの予定 
【８月】８/１０(月)１１(火)  【９月】９/５(土) 

●夏期講習の個人時間割 
 夏期講習の締め切りまでのお申込み

確認にご協力いただきありがとうござ

いました。個人の時間割とカリキュラ

ムの配布は７月上旬を予定していま

す。また、入会後、間もない方は定期

試験等の結果をもとに作成していくの

で個々にご案内いたします。 

おしらせ 


