今月のお知らせ
◆１１月の授業
●夕方 17：00～18：20（小学生）
●夜

前半 18：40～20：10（中３のみ）
後半 20：20～21：50（中 1・2、高校生）

※9 月～3 月、前半の授業は中学 3 年生に限定させて頂きます。

◆オンライン講演会第 2 弾

「ビリギャル

坪田信貴

講演会」

●テーマ 親子で聞きたい「ビリギャルをやる気にさせた 5 つのポイント」
●期 日 １０月３１日（土）19：30～21：00
※視聴のためのリンク先は、後日コミルを使ってお知らせ致します。

◆進学塾ウィル
●日

令和 3 年度高校入試

オンライン説明会

時 11 月 7 日（土） 19：30～21：00

●視聴方法 ZOOM をひらいて、ID・パスワード（パスコード）を入力して下さい。

ウェビナーID

845 4125 6211

／

パスワード

825097

今後の予定
日 程

内 容

１０月１７日・１８日（土・日）

秋合宿（日帰り）を行います。9：00～21：00（22：00 まで可）・北部教室

１０月３１日（土）
予
定

ロ
ボ
ッ
ト
教
室

「ビリギャル」の坪田先生 オンライン講演会

１１月２日・４日（月・水）

中学３年生 共通テスト（※来年以降も年に１回に変更されました）

１１月７日（土）

中学３年生・保護者対象 進学塾ウィル「令和３年度入試説明会」

１１月９日（月）

中間・期末対策 通常より１回プラスして授業に参加して下さい

教室

１１月のロボット教室

１２月のロボット教室

御代志

７日（土）・８日（日）
２１日（土）・２２日（日）

５日（土）６日（日）
１９日（土）・２０日（日）

７日（土）／２１日（土）

５日（土）／１９日（土）

６日（金）・７日（土）
２０日（金）・２１日（土）

４日（金）・５日（土）
１８日（金）・１９日（土）

土曜日の午前・午後、日曜日の午前

泗水
土曜日の午前・午後

北部
金曜日の夕方、土曜日の午前

★遅刻・欠席・振替の際は、保護者様から各教室へ電話連絡をお願い致します
御代志教室

泗水教室

北部教室

杉並台校

242-3021

38-7200

245-2288

288-4979

★熊本菊南 RC「ドリサポ熊本」の HP から各高校の情報をご覧頂くことが出来ます
「ドリサポ熊本」で検索して下さい。また、会員登録なさると最新情報を受け取ることが出来ますの
で、是非ご登録下さい。今後も子どもたちのための様々な企画を実施して参る予定です。
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今年は紅葉がきれいだという話を耳にしました。台風の少なさと冷え込みの
穏やかさが原因だとか。コロナで密を避けなければいけない状況ですので、紅
葉目指してドライブ、ＧＯＴＯキャンペーンを利用して旅館の離れでのんびり。
ドライブとソフトクリームの方が現実的ですね（笑）。
新型コロナウイルス感染症、熊本では新規感染者のグラフを見ると第３波が
到来しています。警報レベルも最大に引き上げられました。夜の街はまだまだ
不安ですね。とはいえ、社会は動いていますので適切な感染予防策を講じたう
えで行動していきたいものです。検査体制・治療法が確立してきて、重症化率も

みやがわ

よ し あき

宮川

義昭

下がっているようですが、感染しないに越したことはありませんから。
入試についてもいろんなことが決まってきました。大学入試共通テスト（旧センター試験）につ
いて、濃厚接触者の別室での受験が出来るようになるそうです。県内の私立高校では、専願・奨学
入試を新型コロナを理由に欠席した場合、一般試験を専願・奨学として受験できるようになる学校
もあるようです。また、公立高校入試では、後期試験を受けられなくなった生徒のために追試（国
数英）が行われます。受験生たちの不利益が生じないよう、いろんな工夫がされています。
さて、ドリサポ熊本のオンライン説明会も１９日（月）で最終回を迎えます。熊本高校・第二高
校・熊本工業などのライブ配信を見ることが出来ます。各方面の皆様のご協力を頂いて、私立・公
立とも過半数以上の高校様にご参加頂きました。そして、これまであまりつながりがなかった高校
様とも直接つながることが出来ましたし、たくさんの情報を得ることが出来ました。これまでほと
んど関わりがなかった学校について、こんな素晴らしい学科や制度、進路実績があるんだとびっく
りしたことも何度もありました。まだまだ井の中の蛙だなと思うばかりです。
たくさん新しい情報がありますが、印象的な情報を２つお知らせします。芦北高校の林業科、公
務員の合格者の割合が非常に高いです。きっと県内一番。合格ラインは決して高くありません。林
業関連ということはありますが、県内で一番公務員に近い学科といえます。もう一つ、菊池女子高
校などが参加している「台湾の大学との進学協定」。国内の大学に進学するのではなく、台湾の大学
に直接進学する制度ですが、４年間の学費・寮費など３００万円が無料になります。東京の私大に
進学させると４年間でおよそ８００万円万円必要ですが、それが０円。しかも進学先は、関関同立・
MARCH レベル。希望者はほぼ全員留学可能です。優秀な人材を世界から求める台湾の政策でしょう
が、世界で活躍したい人にはもってこいの制度です。
「世界へ羽ばたけ若人よ！」と言いたくなりま
す。詳しくは、「台湾留学サポートセンター」。これからも皆様に最新情報をご提供して参ります。

進学塾ウィル 令和３年度高校入試 説明会
１１月７日（土）

19：30～21：00

ウィル独自の入試情報（ボーダー・学校の特色・進路実績）をたっぷりとお伝えします
（オンラインで行いますので、中学３年生以外の生徒・保護者の方々も是非ご参加下さい）

-1-

１１月のロボット教室
【ベーシックコース】 ならべてたおせ「ロボドミーノ」
第８回ロボット教室全国大会で特別賞に選ばれた小学５
年生のロボットがベースになっています。ロボットがドミノ
を自動で並べていきます。そして、倒すのもロボット。子ど
もたちが家族に自慢する姿が目に浮かびます。保護者の皆様、楽しみにお待ちください。
【ミドルコース】 ロボコン野球部 「ロボバッター」
投石機の仕組みを利用したピッチャーとモーターで動くバッターを作ります。２日目の授業では、プ
ログラミングを使って、ピッチャーが投げてバッターが打つ動作を、微調整しながら完成させます。プ
ログラミングの大変なところは、やはり微調整ですね。

【アドプロコース】 撮影ロボット 「カメラボ」
自動で撮影をするロボットを作成します。Google ストリートビューをご存じですか？道路を歩いて
いるかのように、地図で全周を見ることが出来ます。カメラボを使っていろんな撮影方法にチャレンジ
していきます。３D コピー、ストリートビュー、子どもたちの発想が楽しみです。

１１月のロボット教室は、６日（金）～８日（日）／２０日（金）～２２日（日）
12 月分月謝からロボット教室受講料の改定が行われます。詳しくはお子様にお渡ししたお手紙を。

中学 3 年生 受験までの流れ
11 月
12 月

第 1 回共通テスト（11 月 2 日・4 日）
、学校の志望校調査
１１月７日（土）塾の入試説明会

→

塾の保護者面談

学校の三者面談 → 願書取り寄せ → 私立奨学・専願 願書記入

1月

熊本高専推薦入試、私立高校奨学・専願入試（1/20）

2月

公立高校前期選抜（2/1）
、私立高校一般入試（1/16・17）、熊本高専一般入試

3月

公立高校後期選抜（3/9・10）、後期の追検査（3/22、コロナの場合）

※臨時休校等の影響で例年より入学試験範囲が縮小されています。

【私立】英語：分詞、数学：相似、社会：経済、理科：化学

＋公立の除外範囲

【公立】英語：関係代名詞、数学：三平方の定理、社会：経済分野、理科：天体
【入試情報】ちょっと変わった入試制度
○○高校の特別進学コース、共通テストで１８０点以上を取った郡部の生徒を対象に、SS 奨学での
合格確約制度があります。SS 合格になると、寮費 48,000 円が無料か、毎月 2 万円の奨学金かの特典
が付与されます。もちろん、授業料等はすべて無料。3 年間で７２万円もらって高校に通い、少人数指
導でレベルアップして大学に行ける。夢のような制度ですね。
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ここだけの話、ズバリ教えます！

令和 3 年度入試 オンライン説明会
毎年進学塾ウィルで独自に行っている入試説明会を行いま
す。皆様会場にお集まり頂いて開催したいところではありま
すが、今年はオンラインで行います。子どもたちがオンライ
ン授業で使用している ZOOM を利用します。ドリサポ熊本で行っている高校説明会とは異なり、各校
の進学・就職実績、ボーダーラインや実際の入試で正解しなければならない問題、そのための勉強方
法など、ウィル独自の分析による説明を行います。せっかくの土曜日の夜に恐縮ですが、生徒・保護
者の皆様一緒に必ずご参加頂きますようお願い致します。

●日時 11 月 7 日（土）

19：30～21：00

●視聴方法 ZOOM をひらいて、ID・パスワード（パスコード）を入力して下さい。

ウェビナーID 845 4125 6211

／ パスワード 825097

※ZOOM ウェビナーを使用しますので、視聴者の姿は映りません。

「ビリギャル」坪田信貴

オンライン講演会
有村架純主演映画「ビリギャル」
（学年ビリのギャルが 1 年で偏
差値を 40 上げて慶應大学現役合格した話）
、ご覧になったことがあ
る方も多いのではないでしょうか？私も何度も見ました。例年は、
夏期講習中に塾で子どもたちと一緒に見たりもしています。
今回の講演テーマは、
「〜親子で聞きたい〜 ビリギャルをヤル気にさせた 5 つのポイン
ト」
。
いったい、坪田先生はどのようなお考えや技術でそこに臨んでおら
れたのでしょうか。実話がベースなだけに、その方法論はドラマチ
ックなご都合主義や机上論などではないことが何よりの魅力です。
「あれは小説（映画）の中だけの話であって、現実はそうはいかな
いよ」と言わせない強さがあります。

そもそも「生徒のやる気を引き出す」って、私たち塾側にとっても永遠のテーマです。それは保護者
さまも同様でしょうし、何より生徒さん自身も「やる気を出したいけど、どうすれば出るんだろう……」
と思っていることでしょう。だって「やる気が出れば勉強する」のは分かり切っていますし、そうなれ
るならそうなりたいと思っているはず。難しいのは「では、どうすれば？」の部分です。
今回の講演会では、ずばりその方法を語って頂く予定です。

10 月 31 日（土）19：30～21：00 坪田信貴先生 オンライン講演会
当日視聴するためのリンク先は、後日コミルを使ってお知らせ致します。
普段着でくつろぎながらご覧下さい。
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