今月のお知らせ
◆１２月の授業（12 月 23 日まで）
●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）

◆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

◆オンライン講演会第３弾 「ビリギャルさやかちゃん

講演会」

ビリギャル本人・小林さやかさんのオンライン講演会を開催いたします！
●期日 １１月２８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。アーカイブ視聴も可能です。

今後の予定
内 容

日 程

テスト対策 ※テスト 2 週間前から、週 1 回プラスして授業に参加

各学校の日程

予
定

１１月２８日（土）

オンライン講演会「ビリギャル さやかちゃん」講演会

１２月初旬

学力診断テスト（授業時間内で実施）／県模試（12/6）

１２月２３日

12 月通常授業最終日 ※12/24 は、お休み

１２月２５日（金）
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冬期講習開始（1/6 まで） ※1/7 1 月通常授業開始

教室

１２月のロボット教室

１月のロボット教室

御代志

５日（土）６日（日）
１９日（土）・２０日（日）

９日（土）・１０日（日）
２３日（土）・２４日（日）

５日（土）／１９日（土）

９日（土）／２３日（土）

４日（金）・５日（土）
１８日（金）・１９日（土）

８日（金）・９日（土）
２２日（金）・２３日（土）

土曜日の午前・午後、日曜日の午前

泗水
土曜日の午前

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・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

★１１月７日（土）に行った高校入試説明会の動画を公開しています。
進学塾ウィルホームページよりご覧頂くことが出来ます。中学１・２年生の生徒・保護者の皆様も是
非ご覧下さい。菅義偉総理の物語、進路を考える上でも興味深いので是非ご覧下さい。
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朝の冷え込みが激しくなってきました。先日天気予報を見ていたら、熊本の
最低気温が 5℃、なんと西日本で一番低い気温でした。同日の東京の最低気温は
9℃。盆地は寒暖の差が激しいといいますが、カルデラの阿蘇、人吉盆地はもち
ろんのこと、熊本市も菊池市など山々に囲まれた地域が多い熊本の冷え込みは、
本物だと実感しました。だからこそ、熊本の自然は多様で楽しめるんでしょう
が、小さな子の親としては悩ましい季節です。
新型コロナ、全国的にも第三派到来のようです。一方で、いよいよ受験シーズ
ンに突入します。１２月の中学入試に始まり、１月の大学入試共通テスト、私立

みやがわ

よ し あき

宮川

義昭

高校の専願・奨学入試と続いていきます。教室では、生徒面談をして受験校を確認したり、面接の
練習をしたり、自己ＰＲ書の添削をしたりしています。１８日（水）からは保護者面談も行ってい
きます。学習指導・受験指導はもちろんですが、可能な限りあらゆるサポートを行って参りますの
で、何なりとご相談下さい。塾ですが、家庭訪問したり家庭教師したりすることも実はあります。
さて、先日７日（土）
、中学３年生と保護者対象に高校入試説明会をオンラインで行いました。会
場に集まって頂いて行う説明会と同じものとはいきませんので、例年とは内容を変えて行いました。
泗水教室長古田の総合監修・司会の下、北部教室長林田からは各高校のボーダーラインや進路状況、
杉並台教室長の宮﨑からは合格するためのポイント、必要な学習についてご説明させて頂きました。
また、私からは受験勉強を勝ち抜くための方法、ご家庭でのサポートの仕方、幸せな人生を歩むた
めに大事なことをお伝えさせて頂きました。大げさに言いましたが、これからたくさん訪れる決断
の機会、自分の意思で決断していって欲しいというお話をさせて頂きました。
今年就任された菅義偉、第 99 代内閣総理大臣、子どもたちの進
路指導に携わる者にとっては大変興味深い経歴の方です。まず、
世襲議員ではないという点。就任時のイギリスのメディアでは、
「リンゴ農家の息子が総理になった」という報じられ方もしたよ
うです。世襲や政権への評価はさておき、東北の農家出身の少年
が自分の力で総理大臣にまで上り詰めたというところに魅力を
感じます。次に、最初から政治家への道を歩んできたわけではな
いという点。菅少年は東北地方の地元進学高校出身ですが、大学へは進学せずに高卒で就職してい
ます。地元の優良企業というわけでもなく、東京の段ボール工場への集団就職。ちょうど映画
「ALWAYS 三丁目の夕日」の時代の出来事です。その後、退職して大学入学、就職してまた退職、そ
して政治家への道。子どもたちに決断の大切さを語るには、とてもいい人生を歩まれています。最
後に、菅総理の座右の銘「意志あれば道あり」という点。ウィルのキャッチコピー「意志あれば道
は開ける」
。しばらくお世話になりそうです（笑）。ウィルＨＰで説明会動画をご覧下さい。
【お知らせ】

冬期講習の募集を開始致します。詳しくは、同封の案内をご覧下さい。先着順です。
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１１月のロボット教室
【ベーシックコース】とんではねる 「ホッピンバード」
今回のロボットは、タッチスイッチの入切を細かく繰り返しながら、
ホッピング（根元にバネの付いた飛び跳ねる遊具）のように鳥が進み
ます。実はこの仕組み、目覚まし時計などに使われているベルと同じ
仕組み（スイッチが入ったり切れたり）なんだそうです。大人でも面白いネタが詰まったロボット教室
の教科書、是非お子様の教科書を覗いてみて下さい。
【ミドルコース】 スイスイ進め！ 「アメンロボ」
アメンドの足の動きを再現したロボット。前足と後ろ脚を開いたり閉じたりしながら進んでいくロボ
ットです。モーターは回転運動だけですが、ギアを組み合わせることでこんな動きにもなります。さら
にプログラミングを加えると、
・・・。どんな動きをさせてみたいですか？想像力を膨らませてみましょ
う。2 回目の授業が終わったら、オリジナルロボットにチャレンジしてみて下さいね。

【アドプロコース】 撮影ロボット 「カメラボ」 2 カ月目
Google アースが登場した時の感動、ここまで来たかと思いました。今では google ストリートビュ
ーに、インドアビュー。道路のみならず店内まで見られる仕組みがあります。自分の体の中を自由に見
られる日が、本当に来るかもしれませんね。子どもたちにも想像を膨らませて欲しいです。

１２月のロボット教室は、４日（金）～６日（日）／１８日（金）～２０日（日）
12 月分月謝からロボット教室授業料が変わりました。
（授業料 9,000 円⇒9,400 円）

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）

保護者面談のご案内
１１月１８日（水）から保護者面談を行います。お子様の塾での様子や学習状況、今後の学習課題な
どについてお伝えさせて頂きます。また、お子様の家庭での様子や保護者の皆様の想いなど教えて頂け
ればと思っております。対面・オンライン、どちらでも対応可能ですので、是非ご参加下さい。

同封の面談申込書をご提出下さい。
（中３生には説明会資料と一緒にお渡ししています）
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２０２０年度 冬期講習

合志市商品券使えます‼

１２月２５日（金）～１月６日（水）の期間で、冬期講習を行います。年末年始の限
られた時間ですが、お子様の状況に合わせて集中的に指導して参ります。数学が苦手な
生徒は数学を中心に、理科が苦手な生徒は理科を中心に。受験を目前に控えた中学３年
生には、毎日朝の９時からの夜の９時まで１０時間勉強できるコースも設けました。弱
点教科克服のための個別指導も受講できるようにしています。お子様の現状と目的に合
わせて受講して下さい。

冬期講習 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。

「ビリギャル」さやかちゃん

オンライン講演会
「不可能を可能に変える５つのルール」
オンライン講演会「ビリギャル」シリーズ、坪田先生に続
き小林さやかさんの講演会を行います。勉強に全く興味が
なかったさやかちゃん、坪田先生との出会いから慶應大学
合格、そして現在、彼女の人生はどう変わったのか。当の
本人に語って頂きます。
■小林さやかプロフィール
1988 年 3 月生まれ、名古屋市出身。『学年ビリのギャルが
1 年で偏差値を 40 上げて慶應大学に現役合格した話』
（坪田
信貴・著）の主人公であるビリギャル本人。高 2 の夏に小学
4 年レベル、偏差値 30 の学力しかなく、教師に「人間のク
ズ」と呼ばれたことも。その後、1 年で偏差値を 40 上げ、
慶應義塾大学に現役で合格。卒業後は、ウェディングプラン
ナーとして仕事をし、その後フリーランスに転身。講演、学
生・親向けのイベントやセミナーの企画運営など、幅広い分
野で活動中。2019 年 3 月に自身初の著書『キラッキラの君

になるために ビリギャル真実の物語』(マガジンハウス)を出版、また YouTube にて『ビリギャルチャンネ
ル』を開設、数か月でチャンネル登録者数 10,000 人を突破し注目を集めている。2019 年 4 月より、教
育学の研究のため大学院に進学。

１１月２８日（土）19：30～21：00 小林さやか 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。
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