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※ 11月 13日・27日は教師研修会の為、15 時半開校となります。 

 

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＊ 

 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。

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つけください。 

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 10/7(水)～11/4(水) 

11/29(日)実施 滝中プレ入試 申し込み期間 10/7(水)～11/11(水) 

 

＊保護者会について＊ 

 11月 8 日（日）実施の南山中男子部プレ・愛知淑徳中プレ、11月 22日（日）実施の第６回実力テス

ト、11月 29 日（日）実施の滝中プレの保護者会は、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。また、11月 22日（日）実施の第２回

東海中プレ・南山中女子部プレの保護者会動画はございませんので、ご注意ください。 

 

高校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＊ 

 冬期講習の申し込みは、小５・小６・中１・中２は 10月 25日（日）より始まっており、中３につい

ては 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。ただし、中３の正月特訓教室については、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。 

＊中３保護者会について＊ 

 11 月 28 日(土)に中 3 の保護者会を行います。内容としては、受験に向けてここから入試本番までの

過ごし方や心構えなどです。現在の状況を鑑み、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。 

 

中学受験コース本科生のみなさんへ 

＊実力テスト・志望校別プレ入試について＊ 

 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、志望校別プレ入試があります。志望

校別プレ入試は今月で最後です。本番の入試に臨むつもりで、緊張感をもって取り組みましょう。ま

た、小学４年生と小学５年生は実力テストに向けてしっかりと準備していきましょう。 

【小６】 

南山中男子部プレ入試    日時：11/8(日) 8：30～12：55 会場：名進研国府宮校 

愛知淑徳中プレ入試     日時：11/8(日) 8：30～11：50 会場：名進研国府宮校 

第２回東海中プレ入試    日時：11/22(日)8：30～12：55 会場：名進研国府宮校 

第２回南山中女子部プレ入試 日時：11/22(日)8：30～12：35 会場：名進研国府宮校 

滝中プレ中学入試      日時：11/29(日)8：30～12：30 会場：名進研国府宮校 

【小５・小４】 

第 5 回実力テスト 日時：11/22(日) 小５ 9：00～12：00   小４ 13：30～16：10 

         会場：名進研国府宮校 

＊ニュース検定について＊ 

 小学６年生は、11 月 14 日(土)の社会の授業内で「ニュース検定」を行います。今世の中で起きて

いることを伝える「ニュース」、その知識を確認する検定です。中学入試の問題でも日ごろのニュース

に関する問題、いわゆる時事問題はよく出題されます。この検定の勉強をすることで、入試の勉強にも

なります。頑張りましょう！ 

 

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＊ 

11 月 4 日(水)から 11 月 25 日(水)の間、2 学期期末試験に向けて、テスト対策を行います。つい

この間まで２学期中間試験でしたが、もう次の２学期期末試験があります。中間試験で自分なりに頑張

った点、反省点を踏まえて、この２学期期末試験を最高の形で締めくくれるように頑張りましょう。今

からの頑張りが将来の自分を変えます。頑張りましょう。先生たちも全力でやっていきます。 

 

国府宮校 (2020/11) 

℡ 0587-33-0777 



千原のつぶやき 

今回は、つぶやきというレベルでなく、「聞いて～！」というお話です。 

先日、妻から、「先月、アマゾンで本買った？」と聞かれたので、「いや。買ってないと思

う」と答えたら、「5 冊ほど買われているんだけど、ほかの家族も心当たりはないみたい」

というので、どんな本か見てみると、「リーダーになるための資質」や、「設計について」な

ど、ダウンロード版でビジネス書が確かに買われていました。で、分かったことは、他の誰

かに入られて、勝手に買われていたことが判明したのです。いわゆる、アカウントの「乗っ

取り」ですね。まさか自分がそんな目に合うとは思いませんでした。 

すぐにアマゾンに問い合わせようとしたのですが、その際も、アマゾンを語った怪しい

メールが来ていて、そこに問い合わせていたらますます危なかったのですが、そこはスル

ーして、いろいろ調べてやっとアマゾンのカスタマーセンターに問い合わせることができ、

こちらが買っていないことも分かったので、引き落とされていた金額は、全額返金されて

よかったのですが、怖いのは、その犯人が 1人でなくて複数だったことや、(どこから注文

したかはわかるらしく、それが大分、香川など県が複数にわたっていた)金額も本だけでな

く他にも買われており、一番ゾッとしたのは、26万くらいする IPADが注文されていたらし

いのですが、ダウンロードでなく現物なのと、注文先が愛知県でなかったので疑われたた

め買われずにすんだということも聞かされました。なので、アカウントを変えるべく手続

きをしたのですが、ほんとにネット通販は怖いということを思い知らされました。教訓・パ

スワードはマメに変えるべきです。みなさんもお気をつけください！(怖) 

～佐橋のHOT な話～ 

先月号に引き続き、10月 25 日(日)の保護者会動画配信にて、高校受験コースの新年度指導

システムの発表がありました。みなさん、ご覧いただけましたでしょうか。 

 新年度の変更のポイントは、ずばり時間割の大幅変更です。まず、英語・数学の授業時間が 1

コマ 70 分×2 日となります。これにより、1 日で基礎から応用・発展まで指導することがで

きるようになります。また、国語・理科・社会の授業時間を 45 分に短縮し、問題の解説を動

画配信することで、家庭での学習の効率化を図りました。さらに、教師の空き時間を確保し、み

なさんの授業のない曜日に個別対応などができるようにもなりました。余裕をも持って通塾で

きるよう授業の開始時刻を遅くしたため、全体の授業時間は今年度より減ることになりますが、

その分、プラスアルファの指導を充実させていくことができます。 

新年度から学習指導要領が変わり、中学校での指導内容もより高度になっていきます。それ

に合わせて、名進研での指導も、「難関校合格が未来の力に」をテーマとして、さらなる「思考

力・判断力・表現力」を養えるよう変わっていくことになります。 

新しい名進研に、どうぞご期待ください！ 成瀬の気に「なる」話 

この間まで「暑いな」と感じていたのにすっかり涼しい、いや寒くなってきましたね。ここ

から一番重要なことは「体調管理」です。気をつけましょう。 

さて、ここから本題です。またまた「今日は何の日」に関する話です。ちなみに 11月 1日

はいろいろ記念日がありますよ。例えば、「紅茶の日」「計量記念日」「灯台記念日」「自衛隊記

念日」「生命保険の日」「野沢菜の日」「すしの日」「本格焼酎の日」「泡盛の日」「玄米茶の日」

「古典の日」「点字記念日」「犬の日」などなど。多いですね。ここで話は変わりますが、皆さ

んは「日本記念日協会」というのがあるのをご存じですか。この協会はいろいろな記念日を認

定している協会なんです。ここのホームページを調べてみると記念日がいろいろ出てきます。

興味のある人は一度見てください。この日本記念日協会、実は、新しく記念日を作ることがで

きるんです。今年はすでに 60件くらい登録申請されていて、いろいろ記念日を登録できるよ

うです。「じゃあ、何か記念日を作ろうかな」と思いましたが、問題点が…。登録料が１件で

10万円（税別）かかるんです。ちょっと高いかな？ しかし、こういうことができるなら一

回ぐらいは記念日を申請したいですね。皆さんにとって「記念日」になるのはどんな日です

か？ やはり何かうれしいこと、楽しいことがあった日ではないですか。「クラスが上がっ

た」「テストの結果が前よりも良くなった」や、「漢字テストで満点がとれた」「授業内でやっ

た問題が全部できた」などいろいろあると思います。最終的には「志望校に合格した」がある

と思います。それらすべてを記念日として申請することはできませんが、少しでも記念日にな

るように表彰状や教室の掲示があります。これからも良かったこと、頑張ったことは表彰状や

教室の掲示でほめていきますよ。そして最終的には「国府宮校の日」を記念日として申請した

いなと考えています（何月何日がいいか意見がある人は成瀬先生まで教えてください）。 

    井筒の「さいえんす」 

一気に秋が深まり、朝晩は冷え込みが増してきましたね。寒さが増してくると、鍋が恋しく

なってきますね。鍋はいろいろな味や食材を楽しめて、たくさんの栄養を取りながらあたたま

るのがいいですよね。ちなみに昨年のマイブームは豚キムチ鍋でした。辛いものはあまり好き

ではないのですが、なぜかキムチ鍋は気に入って食べていました。 

鍋料理をおいしく食べるコツは、表面に浮きでる「灰汁(あく)」を取り除くことといわれま

す。では、この灰汁は何なのでしょうか。灰汁はいろいろなものから出てきます。野菜の青臭

さやえぐみ、肉や魚の臭みが灰汁の正体です。例えば、渋味のタンニン、臭みの硫化水素など

があります。これらの名前は耳にしたことがあるかもしれません。タンニンは緑茶やカキに含

まれていて、硫化水素は腐卵臭や温泉や火山ガスのにおいが有名ですね。また、肉に含まれて

いるたんぱく質も灰汁の成分のひとつです。灰汁抜きは必要ですが、完全に灰汁をとると素材

の味を失うことにもなるので、程よくとるのが良いそうです。(ただし、わらびの灰汁には、

発ガン性のある物質が含まれているので、念入りに取り除いたほうよいです。) うーん、奥

が深いですね。しかし、鍋料理は楽しむことが大切です。あまり難しく考えるより、よりおい

しく、健康的に食べることを大事にしたいですね。さて、今年はどんな鍋料理を食べようか？

おすすめの鍋があったら教えてくださいね！ 

＊確認テストについて＊ 

高校受験コースの小学 5 年生は 11 月 21 日(土)、小学 6 年生は 11 月 19 日(木)と 11 月 21 日

(土)に、確認テストがあります。毎月行っていますが、先月の自分の反省点を生かしてこのテストに臨

んでいきましょう！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！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


