今月のお知らせ
７月の授業(夏期講習Ⅰ期)の時間
●夕方 17：00～18：20（小学生）
●前半 18：40～20：10（小中高生）
●後半 20：20～21：50（中高生）
◆オンライン授業 18：40～21：50（月～金 通常授業の振替にもご利用下さい）
◆オンラインテスト対策 13：00～17：50／19：00～20：50（7/11・18・25 土曜日）

８月の授業(夏期講習Ⅱ期)の時間
●昼

①13：00～14：30 ②14：40～16：10

●夕方 ③17：00～18：20（小学生）
●夜

④18：40～20：10（小中高生） ⑤20：20～21：50（中高生）

◆オンライン授業 18：40～21：50（振替授業にご利用下さい）
◆オンライン特別講習 13：00～17：50／19：00～20：50（8/1・8・29 土曜日）
◆オンライン自習室

10：00～11：50／13：00～16：50

※7 月～10 月、大雨や台風で休校する場合、代わりにオンライン授業を行います。

今後の予定
内 容

日 程

通常授業 休校日なし

６月

夏期講習Ⅰ期 （オプションコースのお申込みが出来ます）

７月６日（月）～３１日（金）
予
定

ロ
ボ
ッ
ト
教
室

オンラインテスト対策

７月１１・１８・２５日（土）
７月２３日・２４日（木金 祝）

塾での授業はお休み → オンラインテスト対策

８月１日（土）～２９日（土）

夏期講習Ⅱ期

８月９日（日）～１６日（日）

お盆休み → １１日～１４日（火～金）はオンライン自習室

教室

７月のロボット教室

８月のロボット教室

御代志

１１日（土）・１２日（日）
２５日（土）・２６日（日）

８日（土）・９日（日）
２２日（土）・２３日（日）

１１日（土）／２５日（土）

８日（土）／２２日（土）

１０日（金）・１１日（土）
２５日（土）※24 日はお休み

７日（金）・８日（土）
２１日（金）・２２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

お手続きや月謝等に関するお問い合わせ 0120-39-1737
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熊本もようやく梅雨入りしましたね。梅雨前線の北上が遅れているようです
が、今年は雨量が平年並みという予報ですが、近年は予想を超える豪雨となる
のが普通となってきています。コロナの心配もありますから、油断はできませ
ん。コロナ騒動が落ち着いてきた今だから、水・保存食・薬品・乾電池等の準備
をしておきたいものです。また、第２波に備えたご家庭のインターネット環境、
タブレットやパソコンの準備も必要かもしれません。
我が家の子ネコたちもすくすくと成長してきました。約１ヶ月半が過ぎまし

みやがわ

よ し あき

宮川

義昭

たが、すっかりキャットフードを食べるようになりましたし、トイレも覚えま
した。動きも素早く、リビング中を走り回っています。いたずら
もしっかり覚えて、カーテンや網戸をよじ登ったり、スリッパを
ガリガリしたり、楽しそうです。おかげさまで、先月号のウィル
通信を見て、２匹の子ネコは貰って頂きました。あと１匹お譲り
しようかなと考えています。我が家に迎えたいという方がいら
っしゃいましたら、ご連絡下さい。
さて、学校が再開されました。保護者の皆様、本当にご苦労様でした。私も息子の小学校が再開
されたことで、ようやく解放された気分です（笑）。週末も外出もできるようになり、ストレスが大
幅に軽減されました。一方で、子どもたちの大事なイベントが数多く中止されています。代替試合
などが検討されているようですが、残念ですね。
休校期間中、皆様のご協力によってオンライン指導を行わせて頂きました。子どもたちの生活・
学習リズムを維持するためのオンライン自習室、中学 3 年生の共通テスト対策のための特別講習、
通常授業に替わるオンライン授業。中学 3 年生は、1 日 9 時間の学習時間を確保した結果、いつも
の年以上にしっかり学習出来て学力アップを達成した生徒がたくさんいます。一方で、オンライン
だけでは十分に指導し切れなかった生徒もいます。完璧な指導だったとは言えませんが、オンライ
ンの便利さや可能性も発見することが出来ました。
IT 技術による社会変革が、コロナショックによって今後更に加速します。ウィルでは、今後も集
団指導・個別指導・自立型指導・オンライン指導（当面継続）を組み合わせた指導を行ってまいり
たいと考えています。今年の夏期講習は夏休みが短縮されるため変則的ですが、お子様一人一人の
状況に合わせて学習計画をご提案して参りますので、よろしくお願い致します。また、保護者面談
（対面 or オンライン）も行いますので、よろしくお願い致します。
お子様の受講方法や授業料のお支払方法など、お気軽にご相談下さい。
０１２０-３９-１７３７（宮川・上村まで）
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６月のロボット教室
教室にも子どもたちの笑顔が戻ってきました。ミドルコース
のロボットは、人気ナンバーワン「ロボザウルス」です。楽しみ
ながら、一緒に学んでいきましょう。
【ベーシックコース】 泳げ！「ロボフィッシュ」
尾ビレを左右に振りながら、クイクイと進んでいくロボット。モーターで直接左右のタイヤを回転さ
せるのではなく、リンク機構を使ってモーターの回転を尾ビレの左右の動きに変えています。私が一人
で作っても到底思いつかないような工夫がたくさん詰まっています。
【ミドルコース】 恐竜王 「ロボザウルス」
人気ナンバーワンロボット登場。ロボット教室の顔とも言える大人気ロボットです。一つのモーター
で足・手・口の三ヵ所を動かします。2 日目の授業ではプログラミングを追加して、音に反応して動い
たり止まったりするように改造していきます。ネットでも検索してみて下さい。

【アドプロコース】 ロボット建機 「ホイールローダー／フォークリフト」
アドバンスコースのロボットは、センサー類と複雑なプログラミン
グによって、本物のロボットと同じような仕組みを再現しています。
将来、ロボットの仕組みを勉強する際に、
「あぁ、あれね」と感じる時
が来るかもしれません。今月のロボットも、2 回目の授業で、プログ
ラミングを使って自動で荷物をすくって運ぶように改造していきま
す。毎月新しい仕組みを学ぶことが出来ます。

７月のロボット教室は、１０日（金）～１２日（日）／２５日（土）・２６日（日）
24 日（金）は祝日のためお休みします。25 日の授業に振り替えて下さい。

使える英語力を身に付ける

E-square（イースクエアー）
今月から E-square を再開しました。久しぶりのレッスンをと
ても楽しみにしていた生徒、レッスン中の笑顔が印象的でし
た。楽しみながら、「聞く力」・「話す力」を身に付ける E-square、やっぱりいいなぁと感じてしまいました。
先月お伝えした通り、まだ E-square を体験していない生徒に順次体験してもらっています。来月からは、
中学１・２年生に毎月 2 回レッスンを受けてもらいます。中学 3 年生は希望者ですが、リスニング対策にもなり
ますので、是非お勧めです。また、大学受験を目指す高校生には必須アイテムです。7 月からの受講希望の
方は、各教室長までご連絡下さい。

７月より正式受講開始 中学１・２年生は必修です。
●中学１・２年生の生徒 必修分（月２回のレッスン） ＋
●中学１・２年生以外

希望者はあと２回追加出来ます

月２回か、月４回か選択できます。
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夏期講習について
学校の夏休み期間分かり、ようやく夏期講習のスケジュールをお伝えすることが
出来るようになりました。予想通り、夏休み期間は大幅に短縮され、また市町村によ
って、長さも期間も異なります。受講の仕方がやや複雑になってしまい申し訳あり
ませんが、下記のようなシステムで行いますので、よろしくお願い致します。

●夏期講習のスケジュール
夏期講習 Ⅰ期
7 月 6 日(月)～31 日(金)
中間テスト対策・弱点克服
月～金
土
―
オンライン テスト対策
（テスト勉強）
◎（変更可能）

期間
目的
昼
夕方・夜

夏期講習 Ⅱ期
8 月 1 日(土)～29 日(土)
実力養成・入試対策
月～金
土
オプション
オンライン 特別講習
（模擬試験＆解説授業）
◎（変更可能）

※8 月 9 日(日)～16 日(日)は、塾での授業はお休み。
11 日(火)～14 日(金)は無料オンライン自習室。10：00～16：50（6 時間×4 日）

●夏期講習の時間 ※昼の授業は、学校の夏休み期間のみ受講できます。
【

昼

【夕

方】

【 夜
【土

】
】
曜】

①13：00～14：30（全学年受講可）

②14：40～16：10（全学年受講可）

③17：00～18：20（小学生）
④18：40～20：10（中 3 集団）

⑤20：20～21：50（中 1・2 集団／高校生）

13：00～17：50／19：00～20：50

●お申込みについて
後日お送りする夏期講習のご案内をご覧の上、お申込書のご提出をお願いします。
●特にご注意頂きたい点
①例年、講習期間中は通常の夕方・夜の通常授業は行っておりませんが、今年は通常授業も行います。
②7 月・8 月の両方または片方のみ、通常より回数を増やして受講することが出来ます。
③オプションコースを申込むことで、最大 1 日 6 時間の塾での学習が可能です。
④学校により夏休み期間が異なりますので、お申込みの際はご注意下さい。
⑤模擬テストの受験は、申込制です。
全員受験して頂くテスト → 小 4～中 2：育伸社・学力テスト／中 3：8 月オープン模試
希望者のみ受験

→

県模試（大学等が受験会場）、熊本県進学模試（塾または早稲田スクール）

学力診断テスト・生徒面談・保護者面談
現在のお子様の学力を測るために、プレテスト（小 4～中 3）を実施する予定です。その結果に基づき、教室
長とお子様とで生徒面談を行ってまいります。その際に、夏期講習の受講方法についても
ご提案いたしますので、夏期講習申込みの際の参考になさって下さい。
また、ご希望の方は保護者面談も行いますので、同封の申込書をご提出ください。

プレテスト

生徒面談

保護者面談
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夏期講習申込み

