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 新年あけましておめでとうございます。今年の正月は新型コロナが収まって

いたこともあり、親戚で集まったというご家庭も多いのではないでしょうか。

私も 2 日に菊池の実家で集まりがありましたが、久しぶりにみんなが集まって

いました。子どもたちは犬の散歩に連れて行ってもらったり、甥っ子たちは庭

でバーベキューしたり、みんな楽しそうでした。今月 80 になる父も、お酒が

飲める年になった孫たちに囲まれて幸せそうでした。恒例の若かりし頃の武勇

伝から解放された私たち息子は、大助かりでした。来年もまた元気にみんなで

集まれたらなと、小さな幸せを感じた正月でした。 

 

 一方で、年明けから新型コロナが再び猛威を振るっています。急激な感染者数の増加、オミクロ

ン株の感染力に驚愕です。塾生の周りでも、濃厚接触者になったという話が増えています。今回の

オミクロン株、報道のように感染力が強いです。沖縄の先生に聞いた話ですが、10 人で新年会を

して 10 人とも陽性になったとか。市中感染も広まっていますし、いつどこで感染してしまうか分

かりません。感染すれば、重症化しなくても 2 週間の待機（現在、7 日・10 日への変更が議論さ

れているようです）が必要となります。塾では、引き続き適切な感染防止と対応、情報発信を行う

とともに、学びを止めないためのオンライン授業を実施していきます。通塾が心配な方は遠慮なく

ご相談下さい。 

 

（オンライン授業の予定） ＺＯＯＭミーティングを使用します。ミーティングＩＤ：315-315-2525 

 月・水・金 20：20～21：50（オンライン自習室、すべての生徒が参加ＯＫ、2 月まで） 

 月～金 18：40～20：10／20：20～21：50（授業日に参加、1 月末まで） 

 ※新型コロナの感染状況を見て、期間を延長します。 

 

 大学受験も高校受験も残り 1 ヶ月と少しで終わります。これから子どもたちの焦りも大きくな

っていきますが、自分の現状を常に冷静に考えながら、自分に必要な勉強をしていく必要がありま

す。①過去問や新しい問題を解く時間、②過去に解いた問題や基本例題をマスターする（何度も繰

り返し練習する）時間、③単語や語句、資料、年号などの基礎知識を身に付ける時間、①～③を 3

分の 1 程度ずつ勉強するのが一番いいバランスです。合格のために必要な点数は、熊本高校でも 8

割程度、2 割は解けなくても問題ありません。私立高校なら、6 割。合格のためにどこまでできな

くてはならないのか。焦らず冷静に、でもがむしゃらに合格目指して頑張っていきましょう。 

 

 また、中学 1・2 年生は、来月の中ごろに学年末テストがあります。学年の通

知表が決定する、来年の学習を左右する大事なテストですので、今月からしっか

り準備していきましょう。時がたてば自ずと進級・進学していきますが、子ども

たちにとって最良の、思い通りのものとなるよう、しっかり指導してまいります。

コロナも心配ですが、臨機応変に対応しながら子どもたちを支えてまいります。

今年もどうぞよろしくお願い致します。 
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【プライマリーコース】 「ロボダック」 

ペタペタとコミカルに歩くアヒル型ロボットです。平行リンク

によって足が常に床面と平行に動きます。２回目では翼をはば

たかせる動きをするように改造します。 
 

【ベーシックコース】 「親子マーチ」 

親ロボットと子ロボットの距離が伸びたり縮んだりしながら前に進むロボットです。進む方向が一定に

なるように制御するラチェット機構について学びます。 
 

【ミドルコース】 「テケテケドリ」 

ギアボックスからシャフトを通じてモーターの力を伝達し、鳥型ロボットを動かします。首を振りなが

らも安定した二足歩行を実現している仕組みを学びます。 
 

【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 

１月 １５日（土）・16 日（日） ２９日（土）・３０日（日） 

２月 １２日（土）・１３日（日） ２６日（土）・２７日（日） 

３月 １２日（土）・１３日（日） ２６日（土）・２７日（日） 

※２・３月のロボット教室の日程を変更致しました。ご了承下さい。  

 

 

1 月 11 日（火）～2 月 28 日（月）17：30～18：20（週 2 回、教室により曜日が異なります） 

【参加費】25,300 円 → 15,400 円 さらに、塾生＆塾生の弟妹は半額 7,700 円 
 

 ☑英数、中学校の前期中間テスト（６月）の範囲まで先取り学習します。 

 ☑英語・数学の勉強の仕方を身に付けます。 

 ☑中学生としての予習・復習の習慣を育みます。 
 

今週開講した「中学英数先取り講座」、塾生の弟妹を中心にたくさんの生徒に受講して頂いています。 

申込み損ねたという方、ご相談下さい。振替が出来るウィルなので、途中からの申込み可能です。 
 

 

1 月２４日（月）～2 月１８日（金）20：20～21：50（週 3 回） 

【参加費】26,400 円 → 19,800 円（塾生の弟妹の場合は半額 9,900 円） 
 

 2 月に行われる学年末テスト（期末テスト）へ向けて、塾生以外の生徒向けの講習を行います。学

年末テストは、学年の評定が決定する大事なテストです。さらに、1 年で一番点が取れないテストで

す。1 ヶ月かけてしっかり勉強してテストに臨みましょう。 

１月のロボット教室 

小学 6 年生対象 中学英数先取り講座 実施中 

中学１・２年生対象 期末テスト対策講座 
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自分のテーマを持って学習を進めていきましょう。 

 小４・５ 小 6 中高 1・2 中 3 

１・２月 

通常通り 

学校の授業を中心に、理

解を深めていきましょ

う。特に 4 年生の図形

の問題、5 年生の割合、

とても重要な単元です。 

中学英数先取り講座 

英語と数学の先取り学

習を行います。正しい計

算方法の取得と英語の

知識を身に付けていき

ましょう。 

期末テスト対策 

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。ここが頑張

りどころです。 

入試対策 

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。合格へ

向け、最後まで頑張りぬ

きましょう。 

3 月 

学年の総復習 

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。基本問題を

確実に出来る力を。 

中学準備講座 

算数の復習・強化と漢字

力アップを図ります。特

に、割合・速さ・図形の

問題を頑張りましょう。 

進級準備講座 

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。 

高校準備講座 

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。 

 

 

 先日コミルにてお知らせ致しましたように、下記のように対応させて頂いております。 

 

１．ご希望に応じてオンライン授業に切替えます。 

 オンライン授業 ＺＯＯＭミーティングを利用します。ミーティングＩＤ315-315-2525 

★月～金の前半（18：40～20：10）・後半（20：20～21：50）→授業の振替 

★月・水・金の後半（20：20～21：50）→入試対策・期末テスト対策（全員参加出来ます） 
 

２．濃厚接触・感染疑い時の対応 

①濃厚接触の疑いがある場合、状況判明まで通塾はお控え下さい。 

②発熱時や風邪の症状があるとき、感染疑いの時は、通塾はお控え下さい。 

③学校が濃厚接触の疑いにより休校となった場合は、通塾はお控え下さい。 

④濃厚接触者となった場合は、厚生労働省発表の指針の通りご対応下さい。（接触時から 2 週間待機） 

⑤感染してしまった場合は、④同様、厚生労働省発表の指針の通りご対応下さい。 

⑥塾内で感染者が発生した場合は、臨時休校にするとともに速やかにお知らせします。 

 ※塾スタッフに関しても、同様の対応を取っております。 
 

３．教室での授業は、今後も継続します。 

教室内の換気や消毒等の感染対策は取っておりますが、現在の状況を考えますといつだれが感染して

もおかしくありません。私やスタッフが感染してしまうということも考えられます。 

教室内では全員マスクを着用しておりますし、感染者が出たとしても濃厚接触者扱いとはなりません

が、感染者が出た場合はその都度休校期間等の判断をさせて頂きます。 

 

 

 講習や体験授業にお友だちをご紹介頂いた場合、双方に 500 円図書カードをプレゼント致します。 

なお、3 月までに新たにお得なキャンペーンを行う場合、お得な方を適用させて頂きます。 

１～３月のウィルの授業 

コロナ対応について 

友だち紹介キャンペーン 
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◆１月・2 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） 
 

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。 
 

オンライン授業の受け方 

①スマートフォン・タブレット・パソコンのいずれかに「ＺＯＯＭミーティング」をインストール 

②参加者名を「教室名・学年・氏名」にする 

③ミーティングＩＤ 315-315-2525 （パスコード無し） 

④参加をクリック、カメラやマイクの使用許可を求められたら、「許可する」をクリックする 

⑤担当の先生が、「参加を許可」すると接続されます。授業中は、必ずカメラをオンにして下さい。 

 

今後の予定 

 日 程 内 容 

一
月
・二
月
の
予
定 

１月１０日（月） 中３ 入試特訓（後期）開講 

１月１１日（火） 小学６年生「中学英数先取り講座」開講 

１月１９日（水） 熊本市内私立高校 専願・奨学入試 

１月２２日（土） 熊本高専 推薦選抜 

１月２４日（月） 公立高校 前期選抜 

２月１３日（日） 熊本高専 一般選抜 

２月２３日（水・祝日） 通常授業お休み、中３生は前日指導 

２月２４・２５日（木・金） 公立高校 後期選抜 

２月２６・２７日（土・日） 入試報告会・新年度授業説明会 ※詳細は後日 

ロ

ボ

ッ

ト 

教室により異なります 1 回目 ２回目 

１月のロボット＆SG １５日（土）・１６日（日） ２９日（土）・３０日（日） 

２月のロボット＆SG １２日（土）・１３日（日） ２６日（土）・２７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 


