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10/11(日)実施 名古屋中プレ入試・金城学院中プレ入試 申し込み期間
11/8(日) 実施 南山中男子部プレ入試・愛知淑徳中プレ入試

8/24(月)～9/30(水)

申し込み期間

11/22(日)実施 第２回東海中プレ入試・南山中女子部プレ入試 申し込み期間

9 月のスケジュール
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10/7(水)～11/11(水)

＊保護者会について＊

日曜日

9 月 21 日（月）実施の第 1 回東海中プレ・第 1 回南山中女子部プレ、9 月 27 日（日）の第４回実力

小 5 テストゼミ

テスト・プレ中学入試の保護者会は、現在の状況を鑑み、すべて動画で配信いたします。詳細は、今後

英検申込締切

Ｍ-net でお知らせします。ぜひご覧ください。
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中学受験コース本科生のみなさんへ
＊小６志望校別特訓講座について＊

13

小 5 テストゼミ

今月から小６の皆さんは、志望校別特訓講座が始まります。今年度はすべて動画配信になります。申

14 時半開校
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申し込み期間

10/7(水)～10/21(水)

19

20

し込んでいる人には、１か月分の教材（プリント）一式を校舎からお渡しします。授業動画の視聴方法
についてはＭ-net で案内します。各中学校の入試問題の傾向をふまえた教材ですので、しっかり取り組

小 5 テストゼミ

んで力をつけていきましょう。当然ですが、質問があったら、国府宮校の先生に聞いてください。

14 時半開校

＊実力テスト・プレ中学入試・志望校別プレ入試について＊
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第 1 回東海中ﾌﾟﾚ

ピラミッド

第 1 回南女ﾌﾟﾚ

６Ｐ確認テスト

25
ピラミッド

26

27

数学検定

実力テスト

５Ｐ確認テスト

プレ中学入試

６Ｐ確認テスト

小学４年生と小学５年生は、第４回実力テスト、小学６年生は、第４回プレ中学入試に加え、いよい
よ志望校別プレも始まります。志望校別プレ入試に関しては、それぞれの志望校ごとの傾向に合わせた
問題が出題されます。テストで解いた後もしっかりと解き直しをして、自分の目指す中学の対策をとっ
ていきましょう！
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ピラミッド
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ピラミッド
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小 5 テストゼミ

9 月 11 日・18 日は教師の研修会の為、14 時半開校となります。

【小６】
第１回東海中プレ入試

日時：9/2１(月)8：30～12：55

会場：名進研国府宮校

第１回南山中女子部プレ入試 日時：9/2１(月)8：30～12：35

会場：名進研国府宮校

第４回プレ中学入試

会場：名進研国府宮校

日時：9/2７(日)9：00～12：35

【小５・小４】

国府宮校本科生の保護者の皆様へ
＊速読体験会について＊

第４回実力テスト

9/22(火・祝)

①13:30～14:30

②14:30～15:30

③15:30～16:30

＊個別面談について＊

中学受験コースの保護者の皆様へ
＊小６志望校別プレ入試の申し込みについて＊
9 月から小学 6 年生のお子様は志望校別プレ入試が始まります。今月は 21 日（月・祝）に第１回東海
中プレ入試・南山中女子部プレ入試が行われます。今年度はすべての志望校別プレ入試を国府宮校で実
施します。問題・解答用紙の形式や試験時間も入試本番と同様の形式になっています。今後の志望校別
プレ入試の申し込み期間は以下の通りです。すべて、Ｍ-net よりお申し込みください。

13：30～16：10

今月から中学 3 年生で申し込んでいる生徒の皆さんは入試対策特訓講座が始まります。今年度は動画
配信になります。この講座で、２学期の学習と並行して入試に向けての本格的な学習を進めていきまし
ょう。当然ですが、わからない点や質問があったらいつでも国府宮校の先生に持ってきてください。待
っています。さあ、合格に向けて力を養っていきましょう！

後期となり、お子様の学習状況も前期とはずいぶん変わっています。今後の学習などについてお話し
できれば思います。ご希望の方は、お子様にお渡ししました案内の予約用紙をご提出ください。

小４

高校受験コース本科生のみなさんへ
＊中３入試対策特訓講座について＊

読書速度が上がればそれだけ考える時間も増えて受験にも有利になります。ご興味のある方はぜひ速読
ていますので、ご都合のよろしい時間帯でご参加ください。

小５ 9：00～12：00

会場：名進研国府宮校

9 月 22 日（火）に速読体験会を行います。実際にお子様に体験してもらいながらの説明となります。
体験会にご参加ください。詳しくは、お子様にお渡ししました案内をご覧ください。時間帯を３つ設け

日時：9/2７(日)

＊数学検定について＊
9 月２６日(土)に数学検定があります。申し込んでいる生徒は普段の授業での取り組みや今までの学
習のがんばりを生かして、頑張りましょう。勉強の仕方や質問などあったらいつでも先生に言ってくだ
さい。目指せ合格！

＊第２回英検について＊
第 2 回英検が１０月３日(土)に行われます。Ｍ-net での申込期間は終了していますが、9 月 5 日(土)
までは、まだ申込書で申し込むことができます。まだ申し込みはしていないけれど受検したいという生
徒は、先生に言ってください。申込書を渡します。目指せ合格！

＊漢検について＊
９月１日(火)から漢検の申し込みが開始されます。9 月 15 日(火)が申込締切日となります。受験に
向けて漢字だけを勉強する機会というのはなかなかありません。でも検定の勉強をしておけばそれがそ
のまま、受験に通用する漢字力を養うことにつながります。ぜひ受けて少しの得点も逃さない力をつけ
ましょう。目指せ合格！

＊確認テストについて＊
高校受験コースの小学 5 年生は９月２６日(土)、小学 6 年生は９月２４日(木)と９月 2６日(土)に、
確認テストがあります。後期最初の確認テストです。今月の学習内容をしっかりと復習して、高得点を
目指しましょう！

＊定期試験対策について＊
９月 25 日(金)から 10 月 14 日(水)の間、二学期中間試験に向けて、テスト対策を行います。中だ
るみしやすいこの学期で油断せずに成績の向上を図りましょう！特に学校のワークを何周か行うのはも
ちろんのこと、それ以外にも塾で使われている定期試験対策テキストも有効に活用して下さい。また細
かい日程は、授業で伝えます。二学期もはりきっていこう！

速読受講生のみなさんへ
＊「スピードマスターズ教室対抗」開催について＊
９月１日(火)～9 月３０日(水)の期間で「スピードマスターズ教室対抗」が行われます。種目は「あ
みだくじ１０問」です。教室内上位５位までの得点を合計して教室の得点とし、全国の教室と競い合い
ます。全国の１～８位は表彰もされます。自分一人だけでなく、国府宮校の速読受講生全員が一丸とな
って頑張って取り組みましょう！ 目指せ、国府宮校優勝！

成瀬の気に「なる」話
９月になり、暦の上では「秋」
。しかし、まだまだ暑さを感じて過ごしている成瀬です。さ
て、日本には月の異名というのがあります。例えば、５月は「皐月」
、１２月は「師走」など
がありますね。当然この「９月」にも異名があります。
「長月」です。しかし、実は月の異名
は１つだけではないんです。そのほかの「９月」の異名を挙げると、
「彩月」「祝月」「詠月」
「菊開月」
「菊月」「玄月」
「青女月」
「竹酔月」
「紅葉月」
「建戌月」
「寝覚月」などなど（それ
ぞれの読み方が気になる人は先生に聞いてください）。この中で、先生が特に気に「なる」の
は「彩月（いろどりづき）
」ですね。やはり秋になると、目に見えるものがいろいろとカラー
になる感じですよね。ワクワクしませんか。何かを始めようとか、やるぞという気持ちがわい
てきますよね。だからではないですが、この９月から「これをやろう」「これをがんばってい
こう」と一つでも思ってくれると嬉しいです。それをもとに頑張っていきましょう。ちなみに
先生は「毎日おいしいものを食べる」です。余談ですが、今月９月２５日は成瀬先生の誕生日
です。
井筒の「さいえんす」
9 月になりましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。今年は遠くに出かけることができ
なかったですが、ちょうど 10 年前の夏休みに、東京に行ってきたことを思い出しました。
10 年前、東京に行ったのは人工衛星はやぶさのカプセルを見るためでした。はやぶさは
数々のトラブルを克服して、小惑星イトカワから表面の石を持ち帰ることに成功しました。そ
の様子は当時話題になり映画にもなりました。10 年前の夏休みにそのカプセルが展示される
ことを知り、これは見に行かなければ、と思い見に行きました。実際に見てみると思ったより

千原のつぶやき
みなさん、勉強は楽しいですか？イメージとしては、受験などから、やらなければいけないという
感じかもしれませんね。
図形の問題を授業で教えているときは、すごく楽しいです。ほとんどパズルをやっている感覚な

小さかったのですが、その小ささが逆にすごいと感じました。今年の 12 月 6 日にはやぶさ２
が地球に帰還する予定です。昨年は小惑星リュウグウにクレーターを作ったことで話題にな
り、いろいろな学校の入試で出題されていました。はやぶさ２にはどんなドラマが待っている
のか、何が分かるのか、今から楽しみです。展示されるなら、ぜひ見に行きたいですね！

ので、ちょっとでも楽しさが伝わればいいなと思ってやっています。パズルは、経験が大きくものを
いうので、今からでも時間があれば、平面や立体のパズル(東急ハンズに面白いのがたくさんあり
ますよ。)をやると、楽しみながら図形の力がついてきますよ。以前と比べて、算数の学力の差が大
きいのが、「空間把握(くうかんはあく)」と呼ばれるもので、かんたんにいえば、立体的な感覚が昔
の子どもより弱いと言われています。特に女子にその傾向が強いみたいです。理由として推測され
るのが、「基地づくり遊び」です。これは昔の男の子なら誰でもやった遊びですね。
子どものころ、裏山のくぼんだ穴を利用して、木や枝を拾ってきては組み立てて、「秘密の基地が
できた！」などと遊んでいたものでした。特に冬は、うちの地元では雪が必ず積もったので、基地を
城代わりにして、雪合戦をするのが日常でした。今思うと、楽しい子ども時代でしたね。おかげで、
そこで養った空間把握力は、今でも家庭で役に立っているのが、物の整理(倉庫に物をいかに整理
してたくさんのものを置けるか)で、妻に家事で唯一(笑)ほめられます。宅配業者の方や、中・長距
離のトラックの運転手さんも仕事上、空間把握力はすばらしく、すごいなと感心してしまいます。ぜ
ひ、立体的なものにふれる機会を作ってみてください！
ただいま、夏期講習の真っただ中ですね！今年は、小学2年生の算数も新たに担当していま
す。そのなかで、シーソーに2種類の動物が乗っていて、どちらが重いかを考える問題が出て
きます。そこで、「シーソーに乗ったことがある人！」と聞いてみたところ、乗ったことがな
い子も何人かいて、少し驚いてしまいました。でも、確かに最近は公園に遊具は減ってきてい

～佐橋の HOT な話～
あっという間に夏期講習が終わりました。今年は例年以上に暑く、学校の授業と両立しなけ
ればならないこともあって、生徒のみなさん本当に大変だったと思います。よくがんばってく
れました。この夏期講習で培われたのは、学力はもちろんですが、それよりも体力・精神力の方
が大きかったと思います。特にハードな夏を乗り切ったことを誇りに思ってください。努力し
たことを自信にしてください。そうしたら、これからもっともっと成長できますよ。
特に受験生のみなさんはこれからが本当の勝負です。授業のボリュームの増加、通常の宿題
に加えて、入試問題演習とその復習、週末には入試対策講座の受講などやるべきことは盛りだ
くさんです。すべてこなしていけるかどうか不安もあるでしょう。でも、どんな苦境も乗り越
えられるはずです。困ったら先生に相談してください。みなさんがなるべく効率よく学習でき
るよう、質問対応・学習相談・個別対応など、できる限り応じていきます。コロナ禍の中、こ
の先の不安を取り除くには、今できる努力をしておくことが何より大切です。あと半年、悔い
の残らないよう、志望校合格に向けて一緒にがんばっていきましょう。

