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 朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたが、昼間は小春日和の気持ちのいい

日が続いています。温かさに誘われて、昨日は５歳の息子の自転車の練習をし

ました。保育園の三輪車に慣れていることもあってか、すぐに自分で漕いで進

めるようになりました。スピード感が気に入ったようで、止まったり、わざとぶ

つかったり、嬉しそうに遊んでいました。一方娘は縄跳びに夢中です。練習すれ

ばするほど上手、何度も飛べることが楽しいようで、毎日のように「見て見て」

と言ってきます。子どもたちの成長欲求、本能なんでしょうね。 
 

 最近はコロナ感染拡大が抑えられていることもあって、今年は久しぶりに懇

親会・忘年会があったという保護者の方も多いのではないでしょうか。私も先週・昨日と忘年会で

した。先週は博多で全国学習塾協会の先生方と、昨日は新市街で熊本の塾長先生方と。お互いの塾

の情報や学校の情報、今後の国の教育政策など、いろんな情報を収集することが出来ました。何よ

り、面と向かってお酒を飲めることの幸せに浸ってきました。コロナ前は普通だったことですが、

普通の有難さを実感します。オミクロン株の拡大、コロナの再拡大も心配ですが、出来る時に出来

ることをしておきたいなと思うこの頃です。 
 

 さて、師走に入り嬉しい合格の報告が続いています。高校３年生

の大学受験では、推薦入試を受験した４名全員が合格しました。高

校受験とは異なり、将来の希望職種に直結する場合が多いですので、

希望通り合格してくれたことに一安心です。また中学受験でも、九

州学院中学を受験した生徒が見事合格を果たしてくれました。準備

期間が短かっただけに大変心配しておりましたが、合格出来て本当

に良かったです。1 月・2 月はいよいよ受験の本格シーズンです。公立高校受験はコロナの影響で

3 月初旬から 2 月下旬に変更されましたが、保護者の皆様のご理解により順調に準備が進んでい

ます。今週・来週で中学 3 年生の内容はすべて授業を終える予定です。1 月の専願・奨学の過去問

演習も進んでいます。冬期講習と 1・2 月の授業、入試特訓では生徒ぞれぞれの弱点克服により重

点を置いていきます。お子様の心身のサポート、よろしくお願い致します。 
 

 また、受験生以外の学年でも次年度へ向けた準備を進めていきます。9 月から 12 月は期間が長

いため、学校の勉強も大変な時期です。学習内容も難しい単元が集中しています。そのためテスト

に苦戦している人も多いのではないでしょうか。冬休みにしっかり復習して新学期を迎えること、

早め早めに学年末テストの準備を進めること、3 月に先取り学習を進めること。冬休みから春休み

の間はあっという間に過ぎますが、次年度素敵な学校生活をスタ

ートすることが出来るように、子どもたちにも目的を持って過ご

して欲しいなと思います。 

 

進級・進学準備講座 詳しくは３ページをご覧下さい。 
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【プライマリーコース】 「アルペンくん」 

両腕に持ったストックを使って前に進むロボットです。タイヤを取

り付けたり、腕の取り付け方を変えるなど、実際のスキーヤーの動

きに近づける工夫をしていきます。 
 

【ベーシックコース】 「ロボモンキー」 

左右の腕を交互に動かしてロープを渡る手長ザルロボットです。腕の振り幅やギアの組み合わせを変え

て、より速く渡れるように改造します。 
 

【ミドルコース】 「チクタクロック」 

振り子の揺れで規則的に針が動く振り子時計ロボットです。振り子の等時性の原理や脱進器の仕組みを

学びながら、振り子時計の動きを理解します。 
 

【アドバンスコース】 「アルクンダーZ」 

左右に重心移動しながら二足歩行するロボットです。タッチスイッチによる歩行の制御、重心移動のタ

イミングによりバランスを取ることがポイントです。 
 

 

ロボット教室 

サイエンスゲーツ 

今後の日程 

 1 回目 2 回目 

12 月 3 日（金）～5 日（日） 17 日（金）～19 日（日） 

1 月 １４日（金）～16 日（日） ２８日（土）～３０日（日） 

２月 ４日（金）～6 日（日） 18 日（土）～20 日（日） 

※1 月の模擬試験・入試日程の都合上、1 月 2 回目と 2 月 1 回目が連続です。ご了承ください。 

 

 

下記の日程で体験会を実施します。ロボット教室は、今すぐ成果が出

る習い事ではありませんが、科学に対する興味・向学心を育む機会と

して、空間認識能力や論理的思考力を身に付ける能力開発の習い事と

しておすすめです。楽しみながら子どもたちの能力を引き出していく

講座です。 
 

ロボット教室 体験会  

【 日 程 】1 月 16 日・30 日、2 月 6 日・20 日（日） 

【時間・場所】16：00～17：30（御代志教室） 
 

サイエンスゲーツ（科学実験教室） 体験会 

【 日 程 】1 月 15 日・29 日、2 月 5 日・19 日（土） 

【時間・場所】10：00～11：30 杉並台教室で実施 

 

ロボット教室・SG の生徒は、冬期講習を塾生料金で受講出来ます。 

学校がある日の夕方に行っている通常授業に参加する場合、ロボット割引（3,300 円）適用です。 

ロボット教室で科学への関心を高め、熊本高専に進学したいと言い出してくれたら…。 

１１月のロボット教室 

年長さん～小学３年生向け ロボット教室・SG 体験会 
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 3 月からの「2022 年度受講届」をご提出ください 

新小学 4・5・6 年生（小学 3・4・5 年生） 料金と時間が変わります 

毎日の学習習慣と勉強の仕方を身に付けましょう。 4 月からは月：国語、水：英語、金：算数 

学校授業のフォロー 進級準備 春期講習 4 月通常授業 

2/25 まで 2/28～3/25 3/28～4/7 4/11～ 

17：30～18：20 17：30～18：20 時間を選んで受講 17：30～18：20 

学校の授業を中心に、理解を深

めていきましょう。 

学年の重要単元を定着させる

ために練習を積み重ねよう。 

全国模試の問題に対応できる

思考力を身に付けましょう。 

○ライトコース：宿題なし 

○レギュラーコース：実力アップ 

 

新中学 1 年生（小学 6 年生） 中間テストの結果を見て慌てる前に行動して下さい！ 

入学前に勉強の貯金を作って、余裕のある中学校生活を始めましょう。転ばぬ先の杖 

中学英数先取り講座 中学準備講座 春期講習 4 月通常授業 

1/11～2/25 2/28～3/25 3/28～4/7 4/11～ 

17:30～18:20 18:40～20:10 時間を選んで受講 18:40～20:10／20:20～21:50 

英語と数学の先取り学習を行

います。 

 参加費 15,400 円 

  塾生 7,700 円 

算数の復習・強化と漢字力アッ

プを図ります。 

参加費 8,250 円 

新規入会者   0 円 

新入生テストへ向けて国算社

理の復習を行います。1 日 2 時

間・4 時間の選択。 

○ライトコース：火・木 

○レギュラーコース：月水金 

 →週 2 回・週 3 回の選択 

○個別指導：教科・回数を選択 

 

新中学 2・３年生（中学 1・２年生） ※3 月から新しい学年の日程で授業を行います 

学年の変わり目は、良くも悪くも変化の時！新しい目標を持って新生活を始めましょう！ 

期末テスト対策 進級準備 春期講習 4 月通常授業 

2/25 まで 2/28～3/25 3/28～4/7 4/11～ 

20:20～21:50 20:20～21:50 時間を選んで受講 18:40～20:10／20:20～21:50 

学年の評定を意識して、メリハ

リのある目標設定・計画的学習

をしていきましょう。 

英数理の基礎基本の定着を図

りつつ、次学年数学の先取り学

習を行います。 

実力テストへ向けて、5 教科の

総復習を行います。苦手教科は

ｅトレでしっかり復習！ 

前期中間テストへ向けて学校

の先取りで学習を進めていき

ます。 

 

新高校 1 年生（中学 3 年生） 

高校受験は通過点です。大学進学でも就職でも、最も大事なのは高校 1 年生の学習！ 

受験対策 高校準備講座 春期講習 4 月通常授業 

2/25 まで 2/28～3/25 3/28～4/7 4/11～ 

18:40～20:10 18:40～20:10 時間を選んで受講 18:40～20:10／20:20～21:50 

志望校と現在の状況に合わせ

て、生徒毎に指導してまいり

ます。入試特訓にも是非ご参

加下さい。 

週 1 回の個別指導と週 2 回の

集団指導（月水金）で、高校数

学の先取り学習を行います。 

授業料無料 

受験勉強で培った学習習慣を

維持し、新入生テストへ向けた

総復習を行います。 

受講料半額 

週 1 の数学の個別指導と学び

エイドコースを組み合わせて

いつでも来て勉強できます。 

※オンライン個別も対応 

 

新高校 2・3 年生（高校 1・2 年生） 

志望校を決めて、大学受験の勉強を計画的に始めよう！ 

定期テスト対策 進級準備 春期講習 4 月通常授業 

2/28 まで 2/28～3/25 3/28～4/7 4/11～ 

20:20～21:50 20:20～21:50 時間を選んで受講 20:20～21:50 

総合型選抜などを利用して進

学する生徒が半分近く。評定平

均 4.5 を目指しましょう。 

理解・定着が不十分な教科・単

元に絞ってレベルアップを図

る。自分に必要な勉強を！ 

英数はすぐに結果が出ないか

らじっくり時間をかける。基礎

基本を定着させましょう。 

学校の授業・課外授業に合わせ

て学習を進めつつ、弱点克服の

ための勉強を継続しよう。 
 

進級・進学準備講座 
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◆１２月・１月の授業時間 

 ●夕方 17：00～18：20（小学生）→1 月から 17：30～18：20 

 ●前半 18：40～20：10（中学 3 年生、中学受験がある小学 6 年生） 

 ●後半 20：20～21：50（中学１・２年生、高校生、中 3 の自習） 
 

冬期講習の時間 12 月２７・２８・２９日、１月４・５・６日 

 【午前】 ①10:00～10:50 ②11:00～11:50 

 【午後】 ③13:00～13:50 ④14:00～14:50 ⑤15:00～15:50 ⑥16:00～16:50 

 【夜】 ⑦18:00～18:50 ⑧19:00～19:50 ⑨20:00～20:50 ⑩21:00～21:50 

 【模擬試験】 １月８日（土） 小学生９:００～／中３ １３:００～／中１・２ １８:００～ 
 

受験生 入試特訓講座の予定（後半） 

 【内 容】 教科別重要単元トレーニング、弱点教科 

 【予定日】 1/10，1/15，1/22，1/29，2/5，2/11，2/12，2/19 

 【時 間】 09：00～11：50／13：00～17：50（50 分×８時間） 

 【ご請求】 前期と一緒に申込済みの方は 2 月末に口座振替致します。 

 

今後の予定 

 日 程 内 容 

十
二
月
・一
月 

１２月２３日（木） １２月通常授業 最終日 

１２月２４日（金） クリスマス休み すべての業務がお休み 

１２月２７日（月） 冬期講習 開講 12/27・28・29、1/4・5・6 

１２月３０日（木） 年末特訓（中高生対象） ユウベルホテル 10：00～21：00 

１２月３０日（金） オールナイト勉強会 23：00～7：00（北部教室で実施）※要送迎 

１月７日（金） １月通常授業再開 

１月８日（土） 小４～中３模擬試験 ※1/9（日）中３県模試 

１月１０日（月） 中３ 入試特訓（後期）開講 

ロ

ボ

ッ

ト 

教室により異なります 1 回目 ２回目 

１２月のロボット＆SG ３日（金）～５日（日） １７日（金）～１９日（日） 

１月のロボット＆SG １４日（金）～１６日（日） ２８日（金）～３０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・ＬＩＮＥ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 
 

今月のお知らせ 


