♪canpass NewsLetter♪

No.8 2019.6

★中 1 生★

○A さん：英語 99 点

数学 88 点

計 446 点

○T くん：英語 95 点

理科 90 点

「令和」時代に入り、約 1 か月半…いかがお過ごしでしょうか。

今後も一人でも多くの生徒さんに「できるようになった！」
「頑張ったら点数があがった！」と感じてもらえるようにしていきます！

今回の NewsLetter では、昨年度に高校入試を乗り越えた先輩の受験生活の感想や後輩の皆さんへのメッセージも載せますのでぜひご覧くださいね☆

※テスト終了後は、テスト結果を塾に持ってきてくださいね。また、平均点や順位等の状況もお知らせください。
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【昨年度、高校受験を乗り切った先輩の感想＆後輩へのアドバイス】

┿「やる気が出ない・・・」そんなときは？？┿

（ ★→入試・受験勉強の感想、☆→アドバイス）

♪「やる気スイッチー、君のはどこにあるんだろうーー見つけてーあげるよー、君だけのやる気スイッチー('ω')ノ」♪

★やり始めるのが遅かったので少し大変だった。新しい問題よりも基礎から重点的にやった。予想するよりも問題をたくさん解いていって

どこかで聞いたことのある歌詞ではないでしょうか？

分からないところをなくしていった。

毎年、生徒さんからや保護者の方から「勉強しないといけないと思うけど、やる気がでなくて…」という相談をいただきます。そんな

☆できるだけ早く受験生という自覚を持ち、勉強を少しずつでもいいのでやっていってほしい。あとあとになって見返せるようにノートは

ときにお話をさせてもらうのは「そんなにやる気は必要ないですよ」ということです。もちろん、勉強をしようという気持ちは必要です。
ですが、「やる気」に左右されてしまうと「今日はやる気満々！頑張るぞ！」という日と、「…今日はやる気が出ない…だめだ…」という
日に分かれてしまいます。NewsLetter の No2 でもご紹介しましたが、短期間の長時間勉強より、長期間の短時間勉強の方が学力を上げや
すいので、
「やる気がある日に一気に進める」より「やる気に左右されずにコツコツと進める」方がおすすめです。そういう意味で「やる
気は必要ない」のです。

とって置き、入試当日のはげみにしてほしい。
★今までの人生で一番勉強した一年だった。

ったです
☆４月からは修学旅行や部活など大変な事がたくさんあるけど、勉強は「あの時やっておけば良かった」だと遅いと思うので、はやめに勉

「いやいや、そう簡単に言うけど、じゃあどうやったら、やって当たり前になるのよ？」と思う方もいると思います。やって当たり前
にするためには、とにかく動き出すこと！まずは手始めに、好きな科目のやりやすいところから始めること。やり始めてしまえば、意外
と続けられます。はじめは難しいこともあると思いますが、
「まずは動く」ことを実践していけば「やって当たり前」になっていけます(^^)/
ただ、お家だとテレビなどの誘惑が多くて、集中できない！といったことがありましたら、各教室で自習も可能です！教室ごとに自
習が難しい曜日や時間もありますので、自習をご希望の場合は一度ご連絡下さいね。
し

（S くん、穂高商業高校合格）

★できない問題ばかり直前期は目について、つらかった。本当に。でも、１年間、勉強を続けた自分をほめたい♪あっという間だった。
☆１年間頑張ってほしい！ ！ 後悔しないようにしてほしいと思う。私は目標としている高校があったからつらいときは「追いつづける勇気

となってしまいますが、
「やって当たり前」になれば、楽ですよね。
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（T さん、穂高商業高校合格）

★キャンパスに来てから、机に向かう時間も増えて努力は出来たけど、若干まだ足りなかったかなと悔いはある。でも、ここまでできて良か

強を頑張ってください。

むしろ必要なのは「やって当たり前」になることだと思っています。やる気に左右されてしまうと、「やる気がないから勉強できない」

（H くん松本工業高校（機械科）合格）
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があるなら全ての夢は実現する」というウォルト・ディズニーの言葉でなんとか乗りきっていました。

（S さん、松本県ヶ丘高校合格）

★受験当日が近づくにつれてできない問題にイライラしたり、不安をかかえることが多くあり、とてもきつかった。
この１年間で受験することの大変さがよく分かった。
☆とにかくはやいうちからコツコツと学習を積み重ねることが大切だと思います。

（K くん、松商学園高校(特進)合格）

★１月後半～２月くらいが一番精神的にキツかった！ ストレスや体の疲れで体調も悪くなってしまった日があって受験生ってこんなに大
変なんだと思いました。
☆復習をしっかりやって、分からないことを後回しにしないことが大事だと思います。得意な教科でも、総合テストで一気に点数が下がる

【夏期講習会のお知らせ】

ことがあるので油断しないように！

7 月後半から夏期講習会が開講します！同封の「夏期講習会のおしらせ」の内容をご確認の上、お申し込みください！生徒さんの目標を踏

★とっても大変だった。自分のやりたいことを我慢するのがつらかった。いろいろと大変だったけど、一生懸命に毎日勉強できた！

まえたおすすめ受講科目や受講コマ数のご案内もお渡ししていますので、参考にしてくださいね。受講についてなど、ご不明な点があり

☆ちゃんと授業は聞いた方がいい。冬休みになってからでは遅いので。夏休みにちゃんと復習するべき。
★３年の最初はまぁ

ましたらお気軽にご相談ください。
また、8 月には中 3 生の模試も実施しますので是非受験してくださいね。お申し込み、お待ちしております！

（H さん、豊科高校合格）

（Y さん、豊科高校合格）

なんとなく～…という姿勢でしたが、2019 年になって、急に焦りはじめて「（これはまじめにやらないと大変なこと

になる…！ ）
」と思い、受験に向けてじわじわ頑張ってきました。自分自身、追いつめられないとできない性格だと改めて通感しました。余裕
をもてるようにならないと…。
☆まだ大丈夫じゃ甘かったです（経験者は語る）
。本当に早くから始めないと、めちゃくちゃ辛い目にあいます。辛い目にあわないためにも、

【「成績アップおめでとうくじ」今年もやります…！】

毎日の積み重ねが大切です。本当に。

毎年、大好評の「成績アップおめでとうくじ」ですが、もちろん今年も 7 月に実施予定でいます！テストで成績アップすると、いろいろ

★今になると、一年間はあっという間だった。長期休みは遊びたくても遊べなくて悲しかった…。悩んで、つらくて、泣いたこともあったけ

な景品が当たるくじを引くことができます！昨年度の景品は、
「夏期講習会のサービス券」
「図書カード」
「文房具セット」などなどをご用

ど、とても濃い一年を過ごすことができた。

意しました！中には「母から、夏期講習会のサービス券を引いてきて！と言われたから絶対にひく！」と気合十分でくじに臨んでくれた

☆時間はまだたくさんある！ だからといって後回しにするのではなく、今からやるべきことをやっていけば「後悔することはない」とここ

生徒さんも多数いらっしゃいました(*'▽')今回も、いろんな景品を準備しますのでお楽しみに☆

に宣言する！ ！
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★中 2 生★

・・・いかがでしょうか？毎年ですが、「やりきった！」という生徒さんと「もっとやればよかった」という生徒さんがいます。「もっと

最後頑張ったからこそ「こんなに頑張れるのだったら、もっと早くから本気でやればよかった」と感じるのだと思います。

各学校で 5 月に 1 学期中間テスト＆中 3 復習テストが実施されました。今回のテストの成績アップ情報です！スペースの都合上、全員ご

★中 3 生★

（F さん、大町岳陽高校（学究科）合格）

やればよかった」という感想を書いてくれた生徒さんも、みんな、特に入試間近は本当に真剣に、これ以上ないくらい頑張っていました。

【☆成績アップ情報☆】
紹介できないのが残念でなりません…

（M さん、豊科高校合格）

さて、これを読んでいる皆さんには入試本番まではまだ時間があります。先輩のアドバイスを心の片隅に置いてもらえればうれしいです。

今回悔しい結果になってしまった生徒さんもいますが、次回に向けて早めに対策しましょう！

○T くん：英語 63 点→86 点(+23 点) ○R くん：英語 28 点→53 点(+25 点) 理科 59 点→73 点(+14 点)
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○K さん：英語 58 点→78 点(+20 点) ○K くん：数学 69 点→88 点(+19 点) ○K くん：数学 73 点→94 点(+21 点)

【メール相談随時受付中！！】

○K くん：数学 33 点→54 点(+21 点) 理科 37 点→55 点(+18 点)

現在、定期的に三者面談を実施していますが、面談時以外にもなにかありましたらご相談ください！メールにて随時受付け中です。

○Y さん：英語 48 点→88 点(+40 点) 数学 49 点→91 点(+42 点) 計 226 点→323 点(+97 点)

夏期講習会についてのご相談もお待ちしております！

○N さん：数学 45 点→63 点(+18 点) ○N さん：数学 34 点→65 点(+31 点) ○H さん：数学 47 点→76 点(+29 点)

┥ info@gaadumi.com

○R くん：数学 66 点→97 点(+31 点) 英語 52 点→72 点

こちらの QR コードもご利用ください→
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※返信にはお時間を頂く場合がございます。

計 321 点→389 点(+68 点)

○S さん：数学 51 点→86 点(+35 点) 理科 47 点→71 点(+24 点) 計 329 点→414 点（+85 点)

最後まで読んで頂きありがとうございました！では、皆様、また次回のキャンパス News Letter で。

