┯キャンパス News Letter┯

～入試直前特別号～

No.5

2018.2

んばってくれました！9 割以上の生徒さんが目標の 100 時間を達成!(^^)! その頑張りがテスト結果に表れた生徒さんも多くいます。

冬期講習会も終わり、3 学期に突入しています！と思いきや、3 学期は短いのですでに半分以上終了しています…('Д')中 3 生は本格的な

一部ですが、ご紹介します！

受験シーズンに入り、それ以外の学年の生徒さんも新学年が近づいてきています。がんばりましょう('◇')ゞ

〇M さん：社会 30 点→48 点、理科 37 点→50 点（5 科目で＋38 点）

今回は入試直前特別号なので、裏面に受験生に向けた先生方からの応援メッセージも掲載しています☆

〇T くん：英語 41 点→52 点、社会 49 点→60 点
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〇R さん：数学 29 点→46 点、国語 44 点→63 点、社会 50 点→66 点（5 科目で＋61 点）

み

も

の ┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

〇T くん：理科 28 点→46 点（5 科目で＋30 点）

┿「高校ってどうやって決めればいいの？」？？┿
基本的には、小学校→中学校は何もしなくても、どこの学校に通うのか決まっていました。ですが、中学校→高校はそうではないですよ
ね？自分で行きたい高校を選び、受験をして、合格したら入学ができます。今、中 3 生は行きたい高校へ合格するために頑張って勉強を
しています。がんばれ！

〇A くん：理科 47 点→65 点、社会 66 点→88 点（5 科目で＋71 点）

〇A さん：英語 61 点→76 点（5 科目で＋33 点）

〇T くん：国語 29 点→65 点、理科 14 点→56 点、社会 29 点→46 点（5 科目で＋81 点）

〇A さん：数学 63 点→77 点、英語 80 点→87 点（5 科目で＋30 点）
〇A さん：国語 58 点→73 点（5 科目で＋19 点）
〇K くん：理科 47 点→76 点

〇S くん：理科 33 点→48 点（5 科目で＋29 点）

〇R さん：理科 21 点→37 点（5 科目で＋28 点）

〇R くん：理科 21 点→51 点（5 科目で＋34 点）

〇T さん：英語 53 点→79 点、国語 31 点→49 点（5 科目で＋41 点）

……話がそれましたが、今後高校入試を迎える人たちは、まずは「どの高校に行きたいのか」を考える必要があります。現中 3 生の皆さ
んは、どのように今の受験校を決めたでしょうか？現高校生の皆さんはどうでしょうか？

┯冬期講習会での頑張りが、点数に表れた生徒さんがたくさん！入試も本番を迎えています！最後まで頑張りきりましょう☆

理由は人によって本当に様々だと思います。例えば・・・
「できるだけ近い高校がいいな」
「松本の方の高校に行きたいな」
「制服があった

┯中 1・中 2 の皆さんは学年末テストですね('ω')いい結果で締めくくれるように頑張りましょう！

方がいいな」
「私服の方がいいな」
「高校でも部活を続けたいから、〇〇部が盛んな高校がいいな」
「普通の勉強より専門的な勉強がしたい

※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。

な」などなど。高校は、中学校よりも各学校の個性がはっきりとしています。自分がどこの高校で生活・勉強をしていきたいのか、いろ
いろな高校の情報を調べてみましょう☆

【中 3 生、公立後期試験を受ける皆さんへ】

もちろん、最終的にはテストの点数も踏まえて考えていかなければいけません。ですが、自分の希望を考える前に「〇点くらいだからこ

これまで、私立入試や公立前期入試が行われてきました！受験したみなさん、お疲れ様でした！！

の高校でいいや」という決め方はおススメしません（＞＜）…中 3 のテストや入試は、非常に難しいです。
「〇点だから」と決めると、努

そしていよいよ公立後期入試が 3 月 7 日(水)に迫ってきました。入試まであとわずかですが、まだまだ時間はあります。最後までがんば

力しなくなってしまうので、一気に点数が下がる可能性が高くなります。

りましょう！！

「この高校に行きたいから〇点目指してがんばる！」と取り組んだ方が絶対にプラスになります。

┯裏面に、先生から受験生に向けたメッセージを掲載しています！

先生からの言葉が皆さんの支えになりますように…(*'▽')

【高校の調べ方】
①

高校のホームページを見てみよう！

④

高校の文化祭に行ってみよう！

②
⑤

中学校にある資料を見てみよう！

③高校の学校説明会に行ってみよう！

実際に高校に通っている先輩に話を聞いてみよう！

などなど

いろんな方法があります。学校説明会は中 3 になってからだと思いますが、中 1・中 2 の時点ではホームページを見たりしてすこしずつ情
報を集めていきましょう。また、公立・私立できるだけ幅広く情報を集めた方が役に立ちます！
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【春期講習会のお知らせ】

☆これから入試までの過ごし方☆

「入試が近づいてきたら、何を勉強したらいいのか分からない・・・」「今からドキドキする・・・」

なんて生徒さんも多いと思うので、参考までに今後の過ごし方について書いておきますね(^^)
[2 月中]これまで通り、実践問題をメインに進めましょう。入試の過去問をやってみるのも Good！自分の苦手なパターンを繰り返したり、
「苦手」をなくせるよう進めましょう。
[3 月～]3 月に入ったら、徐々に基本問題を確認する時間を増やしましょう。基本を見直すことで、思わぬ穴が発見できたりします。
○数学→基本計算、各単元の基本問題、公式の確認

○英語→基本単語、基本文法の確認

○国語→漢字や読解基礎

3 月半ばより春期講習会が開講になります！「春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！新学年に上がる前の講

○理科→重要語句、基本実験の確認

習会です！新学年でいいスタートを切るためには、春休み中にこれまでの復習を進めて、一つでも苦手をなくすことが重要になりま

入試当日に数学で「あ！公式忘れた…この前まで覚えてたのに…」とか、社会で「ことばは分かるけど漢字が自信ない…これで

す!(^^)!

あってるかな…？？」とならないために基本事項はもう一度おさらいしておきましょう。

○社会→重要語句のチェック

またお申し込みについてなど、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
また、新中 3 生（現中 2 生）は 4 月に模試を実施します。学校のテストだけではなかなか知ることができない偏差値や志望校の合格判定

また、入試数日前から緊張してしまう人もいるかと思いますが、緊張することは悪いことではありません！真剣に取り組んできたからこ

付の模試です。ぜひ受験をしてみて下さい。

そ、大事な入試に向けてドキドキするのは当たり前です。入試直前は、基本問題を軽く確認するくらいで OK なので、ゆっくり体を休めま
しょうね┿

【4 月からの授業について】
いろいろと環境の変わる 4 月…

☆受験校について☆

曜日や時間の変更をご希望の場合はお早めにご連絡ください。状況によってご要望にお応えできない場合もございますが、通っていただ

最終的な受験校について、迷うことなどあれば相談してくださいね！

きやすい曜日・時間で可能な限り調整させていただきます。

最後までがんばりましょう！！

また、新学年を迎えるにあたり、各コースの追加受講のご希望も多くいただいております。追加のご希望もございましたらお早めにご連
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絡いただけますと非常に助かります＞＜

【メール相談随時受付中！！】
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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。
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【☆成績アップ情報☆】
冬期講習会終了後に、各学校で中 3 生の第 5 回総合テストが行われました。
中 3 生は冬期講習会で「スパルタコース」で頑張ってくれた生徒さんが多数！！冬期講習会の期間で 100 時間以上の学習時間を目標にが

夏期講習会についてのご相談もお待ちしております！

┥→info@gaadumi.com

※返信にはお時間を頂く場合がございます。ご了承ください。
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。
個別指導のキャンパス

公立後期入試を受ける受験生へ、先生からのメッセージです(*^^*)
☆中村ひろみ先生☆

☆藤原和代先生☆
☆松葉真由美先生☆

☆伊藤昌先生☆

☆松原幸子先生☆

☆井口菜穂先生☆

☆臼井良孔先生☆

☆遠藤佳枝先生☆

☆高野淳子先生☆
☆窪田麻美先生☆

