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◆冬期講習（12 月 25 日～1 月６日） ※時間が変わりました 

 ●午前 09：00～11：50（50 分×3） 小学生、中１・２、中３ 

 ●午後 13：00～16：50（50 分×4） 中３ 

 ●夜  18：00～21：00（50 分×3） 中１・２、中 3、高校生 
 

◆１月の授業（１月７日から 1 月授業再開） 

 ●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） 
 

◆小学 6 年生対象 「中学英数先取り講座」 2 月 3 日（水）～3 月 17 日（水） 

 【日程】毎週水曜日 17：00～18：20 【参加費・教材費】2,000 円のみで受講出来ます 
 

◆小学５・６年生対象 はじめての英検「5 級取得講座」 1 月～5 月 全 15 回の授業 

 【日程】毎週木曜日 17：00～18：20 【参加費・教材費】毎月 3000 円の教材費のみ 

 

今後の予定 

 日 程 内 容 

予
定 

１２月２３日 １２月通常授業最終日 ※12/24 は、お休み 

１２月２５日（金） 冬期講習開始（１/６まで） 

１２月３０日（水） 年末特訓 9：00～21：00（ユウベルホテル） 

１月２・３日（土日） 正月特訓 10：00～17：00（杉並台教室） 

１月７日（木） 1 月通常授業再開 

 １月９・１０日（土日） 塾のテスト（各教室） ※冬期講習時間割参照 

ロ
ボ
ッ
ト
教
室 

教室 １２月のロボット教室 １月のロボット教室 

御代志 
土曜日の午前・午後、日曜日の午前 

５日（土）６日（日） 

１９日（土）・２０日（日） 

９日（土）・１０日（日） 

２３日（土）・２４日（日） 

泗水 
土曜日の午前 

５日（土）／１９日（土） ９日（土）／２３日（土） 

北部 
金曜日の夕方、土曜日の午前 

４日（金）・５日（土） 

１８日（金）・１９日（土） 

８日（金）・９日（土） 

２２日（金）・２３日（土） 

 

★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 
 

★ドリサポ熊本ホームページで各高校の紹介動画をご覧いただけます 

 ドリサポ熊本主催で行った「熊本県高等学校オンライン説明会」の様子をホームページからご覧頂く

ことが出来ます。各高校の先生が直接説明しています。是非ご覧下さい。「ドリサポ熊本」で検索 

※「進学塾ウィル」、「ドリサポ熊本」を YouTube 登録をして頂けると嬉しいです。 

今月のお知らせ 
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 冬の厳しさとともに、新型コロナの第３波が全国を覆っています。熊本県内

でも、６・７月の第２波と異なり、いたるところでクラスターが発生していま

す。いよいよ明日は我が身という状況になってきました。感染防止に十分気を

付けつつ、自分が感染しているかもしれないという意識、自分が媒介者として

ウイルスを運ばないという意識が大事かもしれません。マスクはもちろんです

が、我が子の手洗い・うがいにも気を付けていきたいですね。 
 

 ウィルでは、子どもたちの学びを止めないためにいつでもオンライン授業に

振り替えることが出来る体制を維持しております。今でもオンライン授業を受

講している生徒もいます。通塾が難しい、はばかられる場合はいつでもオンライン授業を受けて下

さい。また、３０日にはユウベルホテルで年末特訓を行う予定ですが、十分な座席間隔とマスク・

消毒を徹底したうえで行います。コロナ感染防止をしながら、対面での学習を継続させていきたい

と思いますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い致します。 
 

 ところで、先月２８日（土）にビリギャルのモデルとなった小林さやかさん本人のオンライン講

演会がありました。みなさんご視聴頂けましたか。坪田先生の話も素晴らしいものでしたが、さや

かさん本人がどのように感じているのか、生の声を聴いてみたいと楽しみにしていました。そして

講演会を聞いて、「いやぁ、よかったよ」というのが率直な感想です。さやかさんの話、子どもた

ち、保護者、私たち指導者、それぞれにとらえ方があると思いますが、私は、子どもたち、我が子

の可能性を信じること、無条件に我が子を信じてあげることの大切さを再認識させられた気がしま

す。どうしても日常では子どもに対してガミガミ言ってしまうことがあります。鉛筆の握り方や箸

の持ち方、食べ方、しゃべり方…、私も毎日いろんなことが気になってしまいます。そしてつい、

「もう、そんなんだったら・・・」と口走ってしまうことも。ただの親子喧嘩状態。次元の違う話

ですが、いろんなことを認めて、信じてあげなくてはと思ったところです。 
 

 小林さやかさん、YouTubeのチャンネルもあります。「ビリギャル

チャンネル」、面白いのでこちらも是非ご覧下さい。また、小林さや

かさんの話、是非また皆さんに聞いて欲しいと思っています。オン

ラインになるか、生の講演会になるか分かりませんが、来年も機会

を設けようと思いますので、今回見逃した方もご期待下さい。 

 

【お知らせ コロナ感染疑いへの対応】 ※塾へのご連絡をお願い致します。 

①ご家族が濃厚接触の可能性がある場合は、当日の通塾はお控え下さい。 

②塾生本人が濃厚接触の可能性がある場合は、結果が判明するまで通塾はお控え下さい。 

③塾生本人が PCR検査を受ける場合、結果が判明するまで在籍教室を休校→オンライン授業 

※②③の場合、直ちに教室の消毒作業を行います。（塾には防護服・消毒用資材を準備しています） 
 

コミルの登録（使用できる状態の維持）をお願いします。 

ウィル通信“Dream
ド リ ー ム

”６８号 令和２年１２月１０日発行 
発行元 〒861-1104 熊本県合志市御代志 1661-63 TEL0120-39-1737 
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【ベーシックコース】 ロボゴルファー 「バーディーくん」 

 胴体の回転を利用してクラブを振りゴルフをするロボットです。前

半はクラブを安全に振るためのストッパーを付けてロボットを動かし

ます。後半は胴体の回転にあわせて、顔の向きやクラブを持つ手のギ

アが回転し、ロボット全体が連動してダイナミックなフォームでスイングできるように改造します。完

成したロボットでゴルフゲームをして楽しみましょう。 
 

【ミドルコース】 自動走行ロボット 「プログラミングカー」 

 プログラム・ロッドによって左右に曲がったりまっすぐ進んだりすることができるロボットです。自

分で考えたプログラムをパーツの組み合わせによって作成し、なぜ自動で切り替わるのか、その仕組み

を観察することで、自分が考えた動きをロボットに自動でさせる「プログラミング」の概念を理解しま

す。コースを作って、走らせてみましょう。 
 

【アドプロコース】 多脚ロボ 「モゾット」 １カ月目 

 複雑なリンク機構を持ったロボットを製作し、足の動きを観察しながらどうすればうまく歩行できる

ようになるか、工夫していきます。前半は 1 つのモーターで左右の足を連動して動かしますが、後半は

2 つのモーターで左右の足が別々に動くように改造し、より複雑な歩行を実現します。 
 

１月のロボット教室は、８日（金）～１０日（日）／２２日（金）～２４日（日） 

 

ロボット教室のオンラインサービスが始まりました 
 

会員登録をすると、オンラインでさらに詳しく学習することが出来ます。 

教室では作らないスペシャルロボットも作成することが出来ます。 

是非皆さんご登録して楽しんで下さい。 

（詳しくは同封のチラシをご覧下さい） 

※登録後、アカウント発行まで最大２週間程度かかります。 

 

 

記念パーツセットのご案内 
 

★２０２０記念キット 

２５，０００円 

（フルセット・バッグなし） 

 

★金銀銅パーツセット 

１２，０００円 

（ロッド・プレート・ビームのみ） 

 

ご購入を希望の場合は、ウィルまでお知らせ下さい。 

LINE で申込み ／ お電話で申込み 0120-391737 

１２月のロボット教室 
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12 月 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） 

 

  
 

 １２月２５日（金）～１月６日（水）の期間で、冬期講習を行います。 

 

友達紹介キャンペーン ５０００円商品券プレゼント！ 

 塾生及び保護者様の紹介でウィルが初めてのお子様がご入塾された場合（塾生のご兄弟姉妹も対象）、

紹介者と入塾者の双方に商品券をプレゼント！コロナは子どもたちの学力格

差も拡大させています。この冬は、塾に通っていない子どもたちにもしっか

り勉強の機会を提供するために、小学生の無料コース、中学１・２年生の低

料金コースも設けています。是非この機会に、子どもの勉強で困っている、塾

を探しているというお知り合いの方にお声かけ下さい。 

 

  
☑中学校生活へのスムーズな橋渡し 

☑英数の先取り学習で不安を取り除く 

☑塾で習ったから学校の授業が楽しくなる 
☑分かるから楽しい、授業で活躍できる 
 

【日 程】2 月 1 日（月）～3 月 19 日（金）の間で 80 分 × 7 回 17：00～18：20 
【費 用】授業料無料！ 教材費（2,000 円）のみで参加出来ます。 
 

  
☑地域の子どもたちの英語力アップのために 

☑分かる・使える・出来る ３つの達成感 

☑E-square で楽しみながら英語を身に付ける 

☑英検合格で英語を学ぶ達成感と自信 

【日 程】1 月 13 日（水）～5 月 12 日（水） 17：00～18：20（80 分授業 × 15 回） 
【費 用】授業料無料！ 諸経費（1,500 円）及び教材費（1,500 円）のみ必要です。 

中学 3 年生 受験までの流れ 

２０２０年度 冬期講習 

小学６年生対象 中学英数先取り講座 

小学４・５年生対象 はじめての英検「５級取得講座」 

１月まで合志市商品券使えます‼ 


