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今年もひまわり公園（御代志教室前）の桜が開花しました。まるで公立高校の
合格発表を待っていたかのようなタイミング。コロナに振り回された大変な一
年でしたが、季節は廻ります。今年度のすべての入試が終了し、来週からは新し
い一年が始まります。
先日、
「令和 3 年度高校入試 後期選抜問題分析会」を行いました。お忙しい中
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。説明会の中では入試問題を使っ
て具体的にお話をさせて頂きましたが、改めて概要をお伝えします。
【国語】やや難。問題の出題パターンは例年同様。

みやがわ

よ し あき

宮川

義昭

最初の問題で「尾根」の読みが出題されましたが、びっくりするくらい読めていませんでした。
「おこ
ん」
・「びこん」
、正しい答えを教えてもピンと来ない。言葉そのものを知らない生徒がたくさんいまし
た。大問２の表現に関する問題、大問３の論説文は例年以上に難しく、平均点は少し下がりそうです。
【理科】やや易。なんと中学 3 年生の範囲は、1 点分しか出題されませんでした。
全体的には難しくありませんでしたが、光とレンズの問題はその場で作図しながら考える必要がある
難問でした。また、延長コードの使い方など身の回りの事象を題材とした問題が出題されていました。
【英語】難。出題パターンは例年通り。
リスニングのスピードが速くなっていました。毎年リスニング問題の難易度は上がってきています。
また、文法・読解・英作文の問題も難易度が高いものでした。英文を読み取るスピードが必要です。
【社会】地理：難、歴史：難、公民：易
地理の問題が大学入試の傾向そのものでした。知識を問う問題よりも、資料を読み取って総合的に考
えさせる問題が多く、暗記だけでは点が取れなくなっています。また、記述問題の割合も増えています。
【数学】超難。16 点分までは解けるが、それ以上は難しい問題。高い計算力と応用力が必要。
今年のボーダー点を引き下げた原因。大問２の(4)以降は、難しい問題、時間を要する問題(複雑な計
算が必要)が多く、高得点が取りにくい問題でした。濟々黌合格者平均点が 34 点くらいでしょうか。
【まとめ】
①どの教科も文字数が多く、早く正確に読み取る力が必要
②表現力、作文力（日本語＆英語）を問う問題が多出
③資料を読み取りながら、教科書に記載のない内容を総合的に考えさせる問題が増加
④日常的な事象を題材とした問題が増えた

※確かな知識の上に、思考力・判断力・資料活用能力・表現力を問うような問題が年々増加！
今年は小学生の教科書が新しくなりましたが、2021 度は中学校、2022 年度は高校の教科書が新
しくなります。社会が大きく変わる中で、教科書の内容、入試の
内容も変革期を迎えています。オンライン授業に、AI 技術、新し
いシステムを導入しつつ、子どもたちとの密なコミュニケーショ
ンを取って、来年度も子どもたちの成績アップと志望校合格、成
長のために、ひとりひとりとことん指導して参ります。それぞれ
の道を歩み始める来年の春へ向かって。
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３月のロボット教室
【ベーシックコース】 ゲームマスター「シャッフルくん」
2 種類のロボットを製作します。前半はゴムの力を利用してサ
イコロを振るロボットを製作します。うでを振る仕組みと手の形
に注目しましょう。後半はタイヤの摩擦でトランプを切るロボッ
トです。トランプを交互に送り出し、シャッフルするために摩擦の有無が重要なポイントとなります。
【ミドルコース】 たたいて守って 「メカポンロボ」
自分の頭を守りながら相手の頭をハンマーでたたく対戦型ゲームができるロボットです。タイミング
よくハンマーと盾を上げ下げし、攻撃と防御の仕組みを観察しながら勝つためのコツを体感します。ま
たプログラミングでは相手の攻撃に応じて反撃するロボットに改造し、コンピュータとの対戦を楽しみ
ましょう。

【アドプロコース】 読書支援ロボ 「メクリン」 ２カ月目
2 種類のページめくりロボットを製作します。人は本やノートなどのページをめくるときにどんな動
作をしているかをよく観察し、ロボットがうまくページをめくれるようチューニングしていきます。ま
た、2 種類のロボットの動き方や、その利点と欠点を比較します。

ロボット教室
今後の日程

月

1 回目

2 回目

3月

5 日（金）～7 日（日）

19 日（金）～21 日（日）

４月

９日（金）～１１日（日）

２３日（金）～２５日（日）

AI 学習アプリ「モノグサ」
来年度より中学校の教科書改訂に伴い、中学校で学習する英単語が大幅
に増えます。

現在 1200 語 → 来年度から 2400 語
（小学校で 600 語＋中学校で 1200 語）
もはや、これまでの学習法では通用しません。そこで、AI の力を借りる
ことにしました。スマホ・タブレットに専用アプリをダウンロードして頂
き、アプリを使って英単語、漢字、社会・理科の知識物を暗記することが
出来ます。使用料が必要ですが、ご理解下さい。
☑ 中学校の英語・国語・社会・理科の暗記物をすべて網羅
☑ 有料コンテンツを追加すれば、英検も漢検も大丈夫
☑ AI が自動で難易度を調整、完璧に暗記できるまでフォロー
☑ アプリによる暗記と塾の授業を連動させて効果 MAX！
☑ 保護者の方がお子様の学習状況を確認できます
（お子様のアカウントを使ってログイン、学習も出来ます。
）

アプリ使用料として年間 4,400 円だけ必要ですが、効果を考えれば大変お得なアプリです。
（中高生全員使用します。5 月分月謝と一緒にご請求させて頂きます）
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合格速報
【大学受験】
☆熊本大学（共通テスト利用推薦入試）
☆鹿児島大学（一般入試・前期）
☆ルーテル学院大学
☆崇城大学
☆久留米工業大学
【高校受験】
☆濟々黌高等学校
☆第一高等学校
☆熊本北高等学校
☆必由館高等学校
☆大津高等学校
☆鹿本高等学校
☆菊池高等学校
☆熊本商業高等学校
☆千原台高等学校
☆玉名工業高等学校
☆翔陽高等学校
☆鹿本商工高等学校
☆菊池農業高等学校
【中学受験】
☆熊本学園大付属中学校

☆陸上自衛隊高等工科学校
☆熊本学園大付属高等学校
☆九州学院高等学校
☆熊本信愛女学院高等学校
☆文徳高等学校
☆ルーテル学院高等学校
☆文徳高等学校
☆東海大学付属熊本星翔高等学校
☆慶誠高等学校
☆熊本国府高等学校
☆開新高等学校
☆城北高等学校
☆専大玉名高等学校

☆熊本信愛中学校

☆文徳中学校

合格者の声
㊗熊本大学教育学部小学校教員養成課程

熊本北高等学校 飽本実玲

【どんな気持ち】
合格出来て本当に嬉しいです。面接の練習ありがとうございました。大学受験の勉強は難しかった
し大変だったけど、諦めずに目指し続けて本当に良かったです。第一志望に合格することが出来て、
今でも信じられないような気持ちですが、塾の先生方にも親にもとってもとっても感謝しています。
【受験を通して成長したことは】
めげずに何事にも取り組むことが出来るようになりました。ギリギリまで思うように点が取れてい
なかったけれど、最後まで粘り強く勉強することが出来たので、合格にも繋がったと思っています。
【これから受験する後輩たちに一言】
時間はみんな平等に与えられているので、その時間をいかに有効に使えるかが周りと差をつけるカ
ギになると思います。
【これからチャレンジしたいこと、将来の夢を教えて下さい】

将来は教育に関わる仕事をしたいと思っているので、大学でしっかり学んでいきたいです。努
力を怠らず、様々なことに挑戦して、社会に貢献できる大人になれるよう頑張ります。
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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。
●高校生・学びエイドコース 月～金 17：00～21：50 の間で無制限

◆春期講習（３月 25 日～４月６日）

詳しくは案内をご覧下さい。

●午前 10：00～11：50（50 分×2）
●午後 13：00～16：50（50 分×4）

●夜

18：00～21：00（50 分×4）

◆AI 学習アプリ「Monoxer（モノグサ）」導入します
春期講習より、基礎知識の充実を図るためモノグサを導入します。中学生は、
英国社理の全単元の暗記物を学習することが出来ます。高校生は、受験内容に合
わせて使用します。アプリを使って家庭で覚えてくる、そして塾で小テスト。AI
の力を借りて、知識の充実、得点アップを図ります。

◆教室長ブログを更新しています
ウィルのホームページより、教室長のブログをご覧頂くことが出来ます。教
室の様子、勉強の仕方、入試情報、お役に立つ情報を発信して参りますので、
是非ご覧下さい。「いいね」
、
「シェア」して頂けると嬉しいです。

今後の予定
日 程

内 容
３月通常授業（令和２年度授業） 終了

３月２４日（水）

春期講習

３月２５日（木）～
予
定

３月２７日（土）

グリーンランドツアー 希望者はお申し込み下さい。(税込 6,000 円)

４月６日（火）

新小４～新中３ 学力テスト ※塾生は全員受験して下さい。

４／２９(木)～５／５(水)
ロ
ボ
ッ
ト
教
室

ゴールデンウィーク すべての授業がお休み(完全休館)
１回目

２回目

３月のロボット

５日（金）～７日（日）

１９日（金）～２１日（日）

４月のロボット

９日（金）～１１日（日）

２３日（金）～２５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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