国府宮校

(2020/10)

＊志望校別プレ入試のお申込みについて＊

℡ 0587-33-0777

以下の通り、志望校別プレ入試を行いますので、受験を希望される方は M-net にてお申込みください。
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申し込み期間を過ぎますと、M-net でのお申込みができませんのでお気を付けください。
11/8 (日)実施 南山中男子部プレ・愛知淑徳中プレ

ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ

小 5 テストゼミ

11/22(日)実施 第２回東海中・南山中女子部プレ

15 時半開校

英検

11/29(日)実施 滝中プレ
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申込期間
申込期間

10/7(水)～10/21(水)

10/7(水)～11/4(水)

10/7(水)～11/11(水)

＊保護者会について＊
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小 5 テストゼミ

小６冬期講習

11
名古屋中ﾌﾟﾚ

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Ｍ-net でお知らせしま

金城学院中ﾌﾟﾚ

す。ぜひご覧ください。また今回は、小３～小５の保護者会はございませんのでよろしくお願いしま
す。
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10 月 11 日（日）実施の名古屋中プレ・金城学院中プレ、10 月 25 日（日）の第５回プレ中学入試の
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中学受験コース本科生のみなさんへ
＊実力テスト・プレ中学入試・志望校別プレ入試について＊

18

小５テストゼミ

小学４年生と小学５年生は、第 5 回実力テスト、小学６年生は、第 5 回プレ中学入試に加え、今月

15 時半開校

は名古屋中プレ入試と金城学院中プレ入試も行われます。テストで解いた後もしっかりと解き直しをし
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小５テストゼミ

15 時半開校

漢検

にちと時間を書いておくのでしっかり確認しておきましょう。
【小６】

中３新統ﾃｽﾄ

名古屋中プレ入試

日時：10/11(日)

8：30～12：35

会場：名進研国府宮校

高受冬期講習

金城学院中プレ入試

日時：10/11(日)

8：30～11：55

会場：名進研国府宮校

第５回プレ中学入試

日時：10/25(日)

9：00～12：35

会場：名進研国府宮校

申込スタート
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て、自分の目指す中学校の対策をとっておきましょう！先月と同じように、下にそれぞれのテストの日

11/1

10 月 2 日・16 日・30 日は教師研修会の為、15 時半開校となります。

国府宮校本科生の保護者の皆様へ
＊速読講座無料体験について＊
小学３年生から中学２年生の新規受講生の方に向けて、速読講座の 11 月無料体験キャンペーンを行
います。締め切りは、10 月 31 日(土)までです。名進研のホームページからお申し込みいただくことが
できます。何か気になる点があれば、お電話でお問合せ下さい。

【小５・小４】
第５回実力テスト

日時：10/25(日)

小５ 9：00～12：00

小４

13：30～16：10

会場：名進研国府宮校

高校受験コースの保護者の皆様へ
＊保護者会について＊
10 月 25 日（日）の高校受験コースの保護者会は、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Ｍ-net でお知らせします。ぜひご覧ください。高校受験情報や冬期講習、新年度の指導シ
ステムについてお話しいたします。

＊冬期講習のお申込みについて＊
小５・小６・中１・中２は 10 月 25 日（日）より、中３は 11 月 3 日（火）より申し込み受付が開始さ
れます。どの学年も 12 月 1 日(火)までに M-net にてお申込みください。冬期講習についてのご質問・ご

中学受験コースの保護者の皆様へ
＊冬期講習のお申込みについて＊
小３・小４・小５は 9 月 27 日（日）より、小６は 10 月 6 日(火)より申し込み受付が開始されます。

相談がありましたら、何なりとお尋ねください。

高校受験コース本科生のみなさんへ
＊定期試験対策について＊

どの学年も 12 月 1 日(火)までに M-net にてお申込みください。ただし、小６の入試直前志望校別特訓

９月から引き続き、10 月 14 日(水)までの授業では、二学期中間試験に向けてテスト対策を行って

(Ｇ講座)については、定員がありますのでできるだけ早くの申し込みをお願いします。冬期講習につい

います。特に学校のワークを繰り返し解くことはもちろんのこと、塾で使われている定期試験対策テキ

てのご質問・ご相談がありましたら、教師まで何なりとお尋ねください。

ストにも取り組みましょう！一学期の結果をこの二学期中間テストに活かしていきましょう！

＊中３新統テストについて＊
中学３年生は、10/2５(日)に新統テストがあります。今回も自宅ではなく国府宮校で実施します。
詳しい時間等については、後日お伝えします。これまで習ってきたことを思う存分発揮しよう！中間テ
ストが終わってほっとしている暇はありません。入試に向けて全力で取り組んでいこう！

井筒のさいえんす
みなさん、こんにちは。やっと秋がやってきたと感じるようになってきましたね。さて、皆
さんは秋といえば何を思い出しますか？秋の食べ物に注目したいと思います。
僕が住んでいる岐阜県では、秋の食べ物といえばカキが有名です。岐阜県の本巣市はブラン

～佐橋の HOT な話～
9 月 27 日(日)の保護者会にて、中学受験コースの新年度システムの発表がありました。ポイ

ド柿の「富有柿」の発祥地として知られているからです。また、カキはビタミン C が豊富に含

ントは、SAPIX メソッドの完全導入、授業時間の拡大、既存講座のリノベーションと新規講座

で、カキが入ったサラダが出たこともありました。最近は岐阜市が開発した「天下富舞」とい

の開発・投入の 3 点です。現代社会においては「正答のない問題にどう立ち向かうか」が求め

うブランドもあります。織田信長の「天下布武」と同じ読み方するあたり、岐阜っぽいです

られ、そのためには思考力・判断力・表現力・主体性必要となります。大学受験はもちろん、高

ね。また、岐阜県でおきた関ケ原の戦いで敗れた石田三成が、処刑される直前にカキを食べる

校受験や中学受験でもこうした力が求められるようになってきています。名進研でもこれらの

ことを嫌ったという逸話もあります。岐阜は歴史的にもカキとなじみ深いようです。

力を育むために、37 年目の大進化として、中学受験緒指導システムを大きく変えることとなり

まれていて、
「カキが赤くなると医者が青くなる」といわれます。そのため、小中学校の給食

一方、身近と思っていたカキもまだまだ知らないことが多くあるようです。渋柿からつくら

ました。新規に開講する講座も、必要とされる力を育むものや、家庭での学習をより効率よく進

れる柿渋は、タンニンという成分を多く含んでいて防虫・防腐剤として用いることができる

められるためのものとなっています。まだ、今年度は、保護者会の内容を動画で配信しておりま

と、日曜夜の無人島を開拓する番組で紹介されていました。カキに限らず、旬の食べ物につい

すので、まだご覧になっていない方は、ぜひご覧ください。ご覧いただいてお聞きになりたいこ

て調べてみると意外な発見があるかもしれませんね。

とやご相談などがありましたら、国府宮校の教師までお尋ねください。
高校受験コースの新システムの発表は 25 日(日)です。新しい名進研に、ご期待ください！

成瀬の気に「なる」話
１０月になりましたね。今年もあと３か月で終わり。
「え！もうそんな時期？」と思わずに

千原のつぶやき
みなさんは、占いを信じますか？それとも信じませんか？

はいられない今日この頃です。
授業中によく「今日は○○の日」と言っています。ちなみに、１０月３日は「アンパンマン

実は、妻が占い師をやっていまして、今日はこんな相談があったなど、いろんな話をしますが、

の日」
、１０月１０日は「お好み焼きの日」だそうです。３６５日毎日「○○の日」があるの

算数・数学を軸に仕事をしている自分にとって、以前は、
「占いが 90％以上も当たることはない

で、興味があれば一度調べてみるのもいいかもしれませんね。

だろう」と思っていました。つまり、数学と占いは遠い関係にあると思い込んでいたのですが、
実際はすごく近いことが最近わかったのです。

で、１０月１日は何の日かというと「メガネの日」だそうです。なぜかというと並べて書く
と「一○○一」となりメガネの形を表しているからだそうです。先生もメガネをかけています

それは、誕生日(生年月日)でその人の性格や運勢を占うというものです。以前は、
「生まれた

が、いつからかけているか思い返してみると…、社会人になってからでした。だから、皆さん

日なんてのは、たまたまその日に生まれたというだけで、誕生日が同じだと性格やガ運勢が同じ

と同じぐらいの時はメガネをかけていませんでした。だから、小学生や中学生の時は自分がメ

なんてあり得ない、もし少し遅れて次の日に生まれたら、性格や運勢はそこで変わるのか、そも

ガネをかけていない分、
「メガネをかけている人」＝「勉強ができ頭のいい人」というイメー

そも性格は、親からの遺伝によるものが大きいのでは？」と考えていましたが、実は、その考え

ジがありました。しかし、実際はそうではありませんね。メガネをかけているからといって、

方が真逆で、統計学に基づいていることを知りました。つまり確率なんですね。(中学受験でい

必ずしも勉強ができるというわけではないですよね（もちろん、メガネをかけていて勉強ので

うと、場合の数の中の確からしさです。) 今までに、同じ誕生日の人の、膨大な数のデータを

きる人もたくさんいます）
。つまり、人には「先入観」や「思い込み」があるということで

積み上げて、そこに共通しているものを、
「あなたはこういう性格ですね」と伝えているのだそ

す。イメージとしては「先入観」をもつことは悪いイメージがあるかもしれませんが、必ずし

うです。そりゃあ、当たりますわなあ。それこそ当たる確率 90％以上なのは、統計学的には当

もそうとは言い切れません。逆にいろいろな面でいい効果もあると思います。「自分はできる

然かあ、と。一方、まだ納得できていないのがカード占い。有名なのがタロットカードで、うち

んだと信じていれば実際にやってできた」ということはよくあります。しかし、そんなことは

の妻はオラクルカードというマイナーなカードを使っているのですがお客さん曰く、
「なんでそ

あんまりないのでは？と疑問に思う人もいると思います。ただ、この考え方のポイントは「信

んなにわかるのですか？」とよく言われるそう。自分も同感で、どのカードをひくかの確率は同

じ続けること」です。どんなこともそうですが、１回や２回思っただけではダメなんです。ど

じで、しかも見ずにひき、高い確率で当たるというのは、統計学的には理解しがたいところ。3

んなことも思い続けることが大切です。先生たちも皆さんの成績が伸びること、志望校に合格

人の占い師をはしごして、タロット・オラクルとやっていっても同じ結果になるというのを何回

することを信じ続けています。もちろんそのために「信じる」だけでなく、しっかり教えてい

も聞いているので、ここは不思議な部分。最近は、お客さんにカードをひいてもらって、それで
もちゃんと当たっているのだそうで、統計学では解明できない何かがあるのか・・・。
みなさんは占いを信じますか？

きますよ。最後にピカソの名言を。
「できると思えばできる、できないと思えばできない。これは、ゆるぎない絶対的な法則であ
る」

