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新年度が始まって 1 ヶ月経ちました。お子様のご様子はいかがですか。今年は予
定通り行われるかに見えた運動会・体育大会、新型コロナの急拡大によって延期に
なったところも多いようです。日常に戻りそうでなかなか戻らない。もどかしさも
感じますが、命の問題ですから我慢ですね。
ゴールデンウィークも遠出することなく、人手の少ない時間にニシムタに行った
り、ゆめタウンに行ったり、仕事したりの毎日でした。唯一旭志の四季の里に行っ
て芝生の広場で遊ばせてきましたが、これま
で興味がなかった遊びに夢中になっている

みやがわ

よ し あき

宮川

義昭

我が子の姿に、成長を感じました。世の中がどうでも、子どもは
しっかり成長していますね。帰りにおいしいソフトクリームを頂
きました。お店でもらって帰ったメダカは、卵まで産んでくれて
楽しみが広がっています。
さて、5 月には高校の中間テスト、6 月には中学校の中間テストが行われます。今後変更になるかも
しれませんが、予定では約 1 か月後です。中学 1 年生にとっては初めての中間テストですので、テス
ト勉強の仕方を少しだけお伝えしておきます。
３週間前
2 週間前
1 週間前
3 日前
前日

テスト範囲の教科書を読んで理解を深める。暗記事項を抜き出す。
学校のワークやプリントをすべて解く（分からない問題は理解する）
英単語や漢字などを暗記する ※テスト 1 週間前にはすべて暗記！
問題集などを繰り返し解く。最低 3 回は繰り返す。
苦手な分野を問題集などで繰り返す。
覚えにくかった単語や漢字、間違えた問題のみもう一度解く。
教科書の隅々まで目を通して、抜けがないかを確認する
学校のノートを見直して、授業を思い出す。暗記事項の最終確認。

小学校の単元テストと中学校の中間テストは違います。範囲は 10 倍以上、その分しっかり準備して
テストに臨んで下さい。また、これまで何度もお伝えしていますが、教科書が変わって英単語のレベル
が格段に上がっています。下記の英単語をご覧下さい。
（小学校の単語）
new
friend how
me
from
twelve
not
basketball
see
thank oh
（進出単語）
call
often
so

are
fine
Japanese
rugby play
spesk study

great
love
it
day

hungry tea
drink
green
satch cook
read

about hello
soccer yes
ski
swim

fan

there

little

but

just

every

everyone
baseball no
badminton

cannot

これはすべて、中学 1 年生の最初の単元に出てくる英単語です。衝撃的なのは、小学校の単語。小学
校で学習することになっている単語は、約 600～700 個。中学英語は、それが前提となっているとい
うことです。早め早めにしっかり勉強して、中間テストに臨みましょうね。
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5 月のロボット教室
【ベーシックコース】 お掃除ロボット！「ロボクリーン」
先端のローラー部分のパーツが回転し、小さなものを拾い集め
る掃除機型のロボットです。ゴミを拾いやすくするためのローラ
ー部分の角度や、たまったゴミを落とさない工夫を考えます。応
用ではギアの組み合わせによってローラー部分やタイヤのスピ
ードが変わることも学びます。
【ミドルコース】 水辺の王者！ 「ロボゲーター」
前後の足の動きに合わせて、しっぽを左右に振りながら前進す
る、ワニ型ロボットです。足の形を真似て、ワニが前に進む動き
を再現できるように組み立てます。胴体にユニバーサルジョ
イントを取り付け、しっぽを改造することで、よりダイナミック
な動きを生み出します。プログラミングでは音に反応して動き出
し、車を追いかけるように改造します。

「ロボテックス プロフェッサーコース」 開講‼
アドプロコース 1 年以上受講した中学生、または修了した小中校生向けのコー
スです。将来、ロボット工学博士やエンジニアになりたいという生徒向けに本格的
なロボット工学を学べるコースです。ロボットの頭脳となる組込みコンピュータの
プログラミングや人工知能などのアルゴリズムを誰でも簡単に取得できるようなカリキュラムになっ
ています。年間 4 体のロボットを作成するため、3 月・6 月・9 月・12 月が開始月となります。アド
プロコースを 1 年以上受講している中学生で、ご希望の方はご相談下さい。

ロボット教室
今後の日程

1 回目

2 回目

５月

７日（金）～９日（日）

２１日（金）～２３日（日）

６月

４日（金）～６日（日）

１８日（金）～２０日（日）

「小学英語コース」へお得に移行
2021 年度第Ⅰ期「英検合格講座」の授業が、5 月 21 日実
施の英検で終了します。英語を習ったことがないお子様限定で
募集して開始した講座ですが、みんな楽しそうに勉強して英語
力を高めてきました。
「塾で習っていた学校の授業が簡単だっ
た」
、
「外国人の先生のしゃべっているのがちゃんと聞き取れた」、
「英語楽しい」などと子どもたちは
言ってくれています。これからも続けて英語を勉強して、更に英語を伸ばしていきたい生徒のために
お得な特典を設けました。この機会にご検討下さい。
入会金（初回のみ）

授業料（毎月）

諸経費（毎月）

11,000 円→5,500 円割引

8,800 円（E-square 込み）

1,650 円

5 月 21 日の英検で不合格となった生徒は、9 月開講の 3 期を教材費のみで再受講できます。
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中間・期末テスト月間です
学校の定期テスト 2 週間前から、無料で回数を増やして（週 2 回の生徒 → 週 3 回通塾 ／

週3

回の生徒 → 週 5 回）通塾することが出来ます。また、自習ブースも開放します。さらに、土曜日・
日曜日にもテスト対策授業を行います。詳しくは、教室長よりご連絡致し
ますが、勉強時間を確保して自己最高点を更新していきましょう。

塾生以外の生徒対象 「中間・期末対策講座」
普段は塾に通っていない生徒向けに、有料でテスト対策授業を実施致し
ます。普段はまだ塾に通えないけどテスト前は集中的に頑張りたいという
生徒向けです。
期間（いつからでも始められます）

受講料

９０分×週 3 回×3 週間

13,200 円（塾生の兄弟姉妹は 11,000 円）

なお、夏期講習からの入会を考えられている場合は「1 ヶ月お試し授業」を受講して下さい。
「夏の入会キャンペーン」との併用でお得に受講することが出来ます。

受験生対象 「プレ夏期講習」
受験生は、高校総体・中体連が終わればいよいよ受験勉強が本格化しま
す。高い学習の質でいち早く行動した生徒が、当然有利です。まだ合格ライ
ンに達していない生徒にとっては、夏期講習が大幅な成績アップが期待でき
る唯一のチャンスです。一方で、学校の授業が前期・後期制になっているた
め、夏休みの期間は短くなってきています。コロナのために、泊まり込みの
夏合宿を行うことも出来ません。そこで今年は、プレ夏期講習を実施することとしました。第一志望
校合格のため、中体連終了を待たずに受験勉強を開始しましょう。
体験会（無料）

プレ夏期講習の期間

6 月２６日（土）

７月３日（土）～７月１７日（土）

15：00～22：00

15：00～22：00（6 時間×3 回）

夏のお友達紹介キャンペーン
塾生が紹介したお友だちがウィルの体験授業や講座（有料・無料ど
ちらでも OK）を受講すると、紹介した塾生とお友だちの両方に、ク
オカードをプレゼントします。

５００円クオカード

プレゼント
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受講料（教材費込み）
13,200 円

今月のお知らせ
◆4 月～7 月の授業時間
●夕方 17：00～18：20（小学生）
●前半 18：40～20：10 ／ 後半

20：20～21：50（中高生）

※集団指導は 7 月までは前半・後半のどちらの授業に参加しても OK
※個別指導は、決められた時間に参加して下さい。

◆中間・期末テスト対策月間
学校の定期テスト 2 週間前から、無料で回数を増やして通塾することが出来ます。
週 2 回の生徒 → 週 3 回通塾 ／ 週 3 回の生徒 → 週５回
また、土曜日・日曜日にテスト対策授業（塾生無料）を行うことがあります。
詳細は、教室長よりお知らせ致します。

◆塾生以外の生徒対象

「期末テスト対策講座」

普段は塾に通っていない生徒向けに、有料でテスト対策授業を実施致します。普段はまだ塾に通えて
いないけどテスト前は集中的に頑張りたいという生徒向けです。
期間：９０分×週 3 回×3 週間

◆受験生対象

費用

13,200 円（塾生の兄弟姉妹は 11,000 円）

「プレ夏期講習のご案内」

受験生は、高校総体・中体連が終わればいよいよ受験勉強が本格化します。高い学習の質でいち早く
行動した生徒が、当然有利です。そこで今年は、プレ夏期講習を実施します。是非ご参加下さい。
◇期 日 ６月２６日（土）～７月１７日（土）15：00～22：00 ※御代志教室は日曜日。
◇参加費 26,400 円 → 13,200 円（教材費込み）

今後の予定
日 程

内 容
第１回英検（時間は各教室長よりお知らせします）

５月２１日（金）
予
定

５月３１日（月）の週から
６月
６月２６日～７月１７日

ロ
ボ
ッ
ト
教
室

英検講座Ⅰ期 → 小学英語講座へ移行します
中間・期末テスト対策月間
受験生対象 「プレ夏期講習」
１回目

２回目

５月のロボット

７日（金）～９日（日）

２１日（金）～２３日（日）

６月のロボット

４日（金）～６日（日）

１８日（金）～２０日（日）

★遅刻・欠席・振替の際は、保護者様から各教室へ電話・コミルで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
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