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 英泉通信 10 月号 

 

■英泉塾で学ぶ小学生・中学生・高校生のあなたへ 

 

こんにちは。英泉塾副塾長の安田卓史です。 

突然ですがクイズです。「英泉塾の校訓とする言葉、あなたは５つ挙げられますか？」 

答えは、「自主」・「自律」・「自省」・「自発」・「自学」です。 

知らなかった人は、ぜひ覚えておいてくださいね。 

 

ところで、あなたは、これらの言葉の意味を十分に理解し、 

日々実行することができているでしょうか？ 

高校 3 年生、中学 3 年生は言うまでもなく受験勉強の真っ最中。 

高校 1・2 年生中学１・2 年生は定期テストが迫っている時期です。 

小学生の勉強も 4 年生あたりからグッと難しくなりましたよね。 

 

このような時こそ、「自主」・「自律」・「自省」・「自発」・「自学」の心構えがとても大切。 

これらの五つの言葉には、いずれも“自”という文字が冠してあります。 

真の意味での「学び」を実践するには、「自ら(みずから)」という発想が欠かせません。 

誰が努力し学ぶのか、誰のために学ぶのか、よく考えてみてください。 

全ては「自分」、そして「自分自身のため」なのです。 

 

これは、「自分」や「自分の都合」だけを優先する 

利己主義(りこしゅぎ)とは全く異なります。 

それは、「自律(自らを律する)」や 

「自省(自らを省みる)」という言葉からも分かる通り、 

「自分自身」を甘やかすのではなく、 

「自分自身」を本当の意味で愛することなのです。 

 

勉強が、「自分」の能力に磨きをかけ、 

「自分」を鍛え、「自分」をどこまでも高めていこうとする作業であるならば、 

自ら学ぼうという主体性と向上心こそが最も重要であることは、言うまでもありませんね。 

 

2016 年 
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英泉塾は、ただ勉強を教えるだけの塾ではありません。 

あなた自身が「自分の素晴らしい力を発見する場所」です。 

 

自分で目標を掲げ、自分で行動を選択し、自分で実行する。 

勉強を通じて、知識、学習の型を身につけ成績を向上させる。 

あなたの中に潜んでいる素晴らしい力に、あなた自身が気づく。 

 

それと同時に、健やかな判断力、行動力を身につけ、 

自分の生き方に責任を負えるような、 

そんな素晴らしい人物に成長してほしいと、 

先生達は、いつも心から願っているんです。 

 

最後に、『学びの大切さを頭では分かっているけど 

なかなか勉強に身が入らない』という人にメッセージを送ります。 

 

目標は決して人から与えられてはいけません。 

もしあなたが、『目標が見つからない』と悩んでいたとしたら、 

騙されたと思って、今すぐ『行動』してみてください。 

 

『目標がないから行動できない』のではなく、 

『行動しないから目標がみつからない』のです。 

『行動』を起こせば、自ずと『目標』が定まってきますよ。 

 

あなたが手に入れたい成果は何ですか？ 

それを手に入れることが出来たら、 

あなたにとってどんな良いことがありますか？ 

その成果を得るために、あなたはどんな行動を選びますか？ 

 

目標達成に向けて、今必死に努力している君も、 

なかなか目標が持てず悩んでいる君も、 

本当に君自身が望む未来を手に入れるために、 

これからも先生達と一緒に頑張っていこうね！ 

 

 

英泉塾副塾長 安田卓史 
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東京医療保健大学  

医療保健学部 医療栄養学科 

ＡＯ入試 合格！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ、合格した今の気持ちを聞かせてください 

大学入試合格速報 

入試概要 

・志望理由書 

・面接 

・課題論文 

Ｑ、英泉塾に来てよかった点、役に立った点はどんなところですか？ 

 

 

 

Ｑ、英泉塾の「推薦ＡＯ入試対策講座」を受講して役に立った点はどんなところでしたか？ 

高い志をもって大学に進学するＫさん。大学、そして社会で大きく活躍できるよう願っています。

本当に合格おめでとう！ 

                  高等部校長 安田叙之 

大学では病院食マネージメントについて研究します！ 

 そして将来は医療分野で活躍する管理栄養士となり、社会貢献します！ 

 

大宮武蔵野高校３年 Ｋさん 
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EISEN サマーレビュー 中３夏期合宿 in 尾瀬 
 

中３受験生の夏合宿『ＥＩＳＥＮ 受験必勝マインド in 尾瀬』が 8月 12日～15日、無事終了い

たしました。英泉塾中浦和校・内谷校から７０名、マイベスト笹目校・戸田公園から１３名、合

計８３名の生徒たちが熱く挑んだ 3泊 4日の様子をご覧ください。生徒全員が毎晩書いてくれた

作文を掲載いたします。きみは本当にすごかった！ありがとう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は今日の合宿がとても楽しみでした。なぜなら、今まで私は家で勉強するときはいつもだらだらし

てしまい、とても困っていたけれど、先生に「合宿で自分を変えることができる」とたくさん言われてき

たので、どう変われるか知りたかったからです。実際に合宿が始まり、知らない人たちと同じ部屋にな

り少し不安がありましたが、すぐに皆と仲良くなれて安心しました。いつもと違うメンバーと勉強するこ

とによって、がんばらなくちゃと思い、一生懸命手を動かしました。その結果、どの教科もミラクルロー

ドをたくさん終わらせることができました。  【植村夏帆さん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分は長時間勉強することが苦手で嫌な気持ちしかしなかったが、222号室の部屋のメンバーと初め

て会って、とても良い内谷校の 2人が一緒になってくれたので気持ちが上がってきた。皆で自己紹介もし

て、食後の食器片づけも班全員で行い、わずか数時間で団結できたのはとても嬉しかった。そして今、

全員ではげましあいながらの学習はまったくキツくなかった。 【小坂尚己くん】 

 

[『よし！やったるぜ！』の誓い] 

 

[尾瀬高原の大自然が待っています] 

 

[意欲を引き出すホームルーム] 

 

[ほら、あっというまにお友達！] 

 

[全員で学習スタート] 

 

[みんなの前でダンスを披露！] 
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私はこの合宿に来る前は、ちゃんと勉強できるかな、眠くならないかな、などたくさん心配していました。

その中で一番不安だったのは、班長になったことです。あまり人見知りではないけれど、やはり不安な部

分がありました。しかし、いざ合宿に来てみると、とても良い緊張感の中で勉強にはげむことができまし

た。一番不安だった班長のことも、みんな明るくて、楽しい子たちがたくさんいたので、今はもう平気、む

しろ自信を持つことができました。これからネクストステージもしっかりやりとげて、一歩一歩志望校への

道をふみしめていきたいと思います。  【羽鳥萌和さん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕は感謝することが増えたと思います。ミラクルロードが終わって提出する時や、食事の時に分担して

片づけしてくれた時など、いろいろな場面で感謝をしていると実感しました。 【田口潤くん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぼくは合宿がはじまる前、とても不安でした。合宿はいつもより大きなところで何時間も勉強するので、

つかれて寝てしまわないかと心配していました。しかし、合宿に来てみると勉強はあまりつらくなくて、自

分では 30分くらいしかやっていないつもりでも、すぐに 1時間が終わってしまうようでした。また、応用の

ミラクルロードでも、たくさんの人数で勉強するのでいつもより集中できて、とてもスムーズに勉強するこ

とができました。ぼくが合宿に来て感じる特に大きな変化や成長は勉強に対する姿勢です。たくさんの人

がやる気を持って集中して頑張っているのを見て、ぼくも頑張ろうと思い、長い時間集中して勉強をする

ことができるようになりました。 【福田晃大くん】 

 

[時間がくると自動的に学習開始] 

 

[寺本先生が笑顔でサポート] 

 

[静かな熱気に包まれます] 

 

 

[集中のコツは美しい姿勢] 

 

[自分で学習計画を立て、実行！] 

 

[真夜中もエンピツが止まらない！] 
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僕は合宿に来るまで、少したったらすぐ投げ出してしまっていました。しかし今回の合宿では、わから

なくても、わかるところから地道にミラクルロードを進めることを意識しました。たとえ遠回りでも、わかっ

たという達成感を得るために、あきらめない精神が身についたと思います。図形の証明や関数と一緒に

なった応用問題も長さや角度に印をつけ、わかりやすく整理した結果、答えを導き出すことができました。

また、先生にアドバイスをもらったり、解説を見て自分の解答と見比べてどこが違ったのか、もしくはどこ

が足りなかったのかなどを理解することで次につなげられると感じました。 【嶋村和也くん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はかなり前からこの合宿が楽しみでした。夜はいつも 10時くらいには寝てしまうし、3時くらいまで起

きたことがありませんでした。だから自分の限界を知りたかったです。しかし、楽しみの中にも不安はあり

ました。一番の不安は『自立』することができるかでした。私は案外人見知りで、自分の意見を発表する

のも少し苦手意識がありました。また、大人数の前で話すのは特に苦手でした。しかし今、不安は少し取

れました。部屋のメンバーはとても親切で、すぐ話しかけてくれてとてもうれしかったです。そして何より、

この勉強がとても楽しかったです。５０分間がものすごく早く感じ、休み時間は長く感じるほどでした。 私

はひとつの問題に対してすぐ諦めるクセがありました。わからなければすぐやめ、答えに逃げて丸つけを

していました。正直その方が楽だったけれど、明らかに役に立っていないことは自分自身で理解していま

した。しかし、今この合宿で諦めて答えに逃げたことはありません。最後まで知識をしぼり出して、合宿前

は解くことができなかった問題が解けるようになり、どこから手をつけていいかわからない問題でも途中

まで解くことができました。このことは自分に自信を持たせてくれました。そしてとても達成感がありまし

た。不安もたくさんあったけど、この合宿にきてとてもよかったです。 【嶽千尋さん】 

 

[中浦和のイケメン軍団！] 

 

[思い出の合格だるま！] 

 

[だるまでパワーアップ！] 

 

[なんと朝の 4時まで勉強したぞ！] 

 

[みんな絶対合格する！] 

 

[柴原校長と愉快な仲間たち] 
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英泉塾・保護者会レポート 
 

去る７月９日(土)午前中に『中３親子進学セミナー』、午後には『中１・中２・小学生学力向上

セミナー』を、そして、先月の９月３日(日)には『中３保護者進学セミナー』を別所沼会館にて

開催いたしました。その様子を、写真と保護者様の感想とあわせて紹介させていただきます。 

                

《 ７月・中３親子進学セミナー 》 

                    ■受験当日からさかのぼって逆算しての流れがわかりました。 

■『夢実現シート』を記入し、親子でお互い読みあった時、子どもなりに

合格に向けてあれこれ考えていたことを感じました。親も子どもをしっ

かりと応援していきたいです。 

■息子と会話することがなかなかないのですが、お互いの目標を言い合

うことにより、受験に対する親の心構えがより強くなりました。  

■『夢実現シート』を書くことによって、夢の実現が想像できた。 

■子どもと会話する機会となってよかったです。 

■子どもの考えていることがわかって、よかったです。 

■紙に書いて声に出して、子どもと向き合って、お互いの気持ちを確認

できて本当によかったです。 

              ■子どもと面と向かってお互いの気持ちを伝えるのは大変はずかしかっ

たですが、子どものがんばる姿を心から応援しょうと思いました。 

 

《 9月・中３保護者進学セミナー 》 

■１日で５校もの私立高校の先生のお話が聞けて、比較できました。 

■全く関心を持っていなかった高校が受験の候補となりました。あちこち

に出向いたり、進学フェアのブースで説明を聞くのは意外と大変なの

で、いろいろな高校の説明が一度に聞けてありがたかったです。 

■今何をしたらよいのか、いまひとつわからない状態でしたが、何月まで

にどうする、というように具体的にわかりました。 

■初めての受験で、子どもよりも親の私の方が志望校選びに悩んでいた 

状況でした。私立高校の５人の先生方の話を聞けて、それぞれ特色が

あり、どの高校も魅力的で、参考になりました。 

■これからのスケジュールがわかったので、あとはやっていくだけです。 

■今の一番の悩みだった高校選びが、少し解消されました。あせらずに、

娘と一緒に決めてきます。塾に入る前はほとんど勉強していなかった

ので、今、すごくがんばっている娘の姿を見て、英泉塾に入ってよかっ

たなと思っています。 
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限界に挑んだ夏！自分を変えた夏！ 

英泉塾中 3 生 この夏の成果！！ 

9月北辰テストで大幅偏差値アップを見事達成！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数学偏差値 21 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

38→59 

内谷中 Ｈ．Ｎ 

理科偏差値 18 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

50→68 

白幡中 Ｗ．Ｓ 

理科偏差値 17 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

45→62 

土合中 Ｔ．Ｓ 

理科偏差値 16 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

41→57 

土合中 Ｎ．Ｕ 

国語偏差値 16 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

51→67 

白幡中 Ｓ．Ｎ 

社会偏差値 15 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

56→71 

笹目中 Ｋ．Ｋ 

社会偏差値 15 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

43→58 

内谷中 Ｒ．Ｈ 

国語偏差値 13 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

55→68 

内谷中 Ｃ．Ｔ 

国語偏差値 13 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

48→61 

笹目中 Ｒ．Ｋ 

国語偏差値 13 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

48→61 

内谷中 Ｓ．Ｔ 

社会偏差値 13 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

52→65 

内谷中 Ｔ．Ｋ 

理科偏差値 12 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

43→55 

内谷中 Ｎ．Ｍ 

数学偏差値 12 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

60→72 

白幡中 Ｈ．Ｍ 

数学偏差値 12 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

49→61 

白幡中 Ｓ．Ｎ 

社会偏差値 12 アップ 

前回偏差→9 月北辰 

51→63 

白幡中 Ｓ．Ｔ 

理科偏差値 15 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

50→65 

白幡中 Ｎ．Ｙ 

数学偏差値 12 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

45→57 

白幡中 Ｙ．Ｎ 

理科偏差値 12 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

49→61 

白幡中 Ｋ．Ｙ 
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社会偏差値 12 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

48→60 

白幡中 Ｋ．Ｙ 

理科偏差値 11 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

61→72 

白幡中 Ｙ．Ｓ 

社会偏差値 11 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

47→58 

内谷中 Ｍ．Ｉ 

理科偏差値 11 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

41→52 

土合中 Ａ．Ｏ 

理科偏差値 11 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

42→53 

土合中 Ｈ．Ｏ 

社会偏差値 10 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

49→59 

内谷中 Ｋ．Ｉ 

社会偏差値 10 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

45→55 

内谷中 Ｍ．Ｈ 

社会偏差値 10 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

49→59 

美笹中 Ｆ．Ｏ 

理科偏差値 10 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

46→56 

土合中 Ｒ．Ｔ 

理科偏差値 10 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

59→69 

土合中 Ｈ．Ｍ 

社会偏差値 10 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

50→60 

白幡中 Ｊ．Ｔ 

英語偏差値 10 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

50→60 

白幡中 Ｔ．Ｓ 

理科偏差値 9 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

60→69 

内谷中 Ｋ．Ｋ 

数学偏差値 9 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

45→54 

内谷中 Ｒ．Ｋ 

理科偏差値 9 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

55→64 

内谷中 Ｋ．Ｔ 

理科偏差値 9 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

43→52 

内谷中 Ｓ．Ｔ 

理科偏差値 9 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

63→72 

白幡中 Ｎ．Ｏ 

理科偏差値 9 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

56→65 

土合中 Ｒ．Ｔ 

理科偏差値 9 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

57→66 

土合中 Ｍ．Ｉ 

社会偏差値 9 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

41→50 

土合中 Ｍ．Ｗ 

英語偏差値 9 アップ 

前回偏差値→9 月北辰 

44→53 

土合中 Ｈ．Ｏ 
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ここでは偏差値 9以上アップした生徒しか掲載できませんが、 

偏差値 5以上アップした生徒が延べ 126名もいました。 

1教科偏差値 5以上アップをひと夏で達成させるには、 

並大抵の努力ではできません。本当におめでとう！！ 

 

今回、思うような結果を残せなかった君。 

がっかりする必要はありません。 

あれだけ勉強に打ち込んだのです。 

以前とは比べ物にならないくらい知識はついています。 

考える力もついてきていることは疑いようもありません。 

ただ、北辰の問題傾向にまだ対応できなかった事実があるだけです。 

 

その事実とは？ 

「知識を活用して解く問題に慣れていない。」 

「一度覚えたけれど忘れてしまっていた。」 

という事実です。

 

その結果、 

「時間が足りなかった。」 

「記述問題も分っているのに表現できなかった。」 

「後で答えを見たら、知っている答えだった。」 

「記号問題も選ぶのに迷うものばかりだった。」 

ということになってしまったのでしょう。 

 

頑張ったのに結果が思うようにいかなかった君は、 

悔しくてたまらないですよね。 

君の目標を達成させてあげることができなかった先生も 

悔しい思いでいっぱいです。 

そして、君と君のご家族に申し訳ない思いでいっぱいです。 

 

しかし、君の努力が無駄だったのか？私はそうは思いません。 

君は確かに頑張った。 

 

次は、その悔しさをバネに、 

志望校合格というもっと大きな目標に向かって頑張っていきましょう。 

そう、この夏で君が学んだ事。「成功者は諦めない！」 
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今後、英泉塾では、君の努力が結果に結びつく学習を徹底的やっていきます。 

 

①北辰対策ではより入試問題に近い実戦問題を行います。 

②全国の過去問演習「ＥＩＳＥＮ全国制覇」で様々な傾向の問題に慣れていきます。 

③「弱点克服単科ゼミ」で得点アップを図っていきます。 

④毎日継続して行う課題を出していきます。（基礎力を身につけます。） 

 

まだまだ、受験生の大多数が入試実戦力を身に付けていません。 

しかも、まだ中 3 学習内容は終わっていないのです。 

全ての受験生が発展途上！偏差値も上下します！ 

 

今回思うような結果が出なかった生徒は、 

入試実戦力を身につけると 

大幅な偏差値アップに期待できるのです。 

満足のいく結果が得られた生徒はその結果に安心して手を抜いてしまうと 

すぐに偏差値は下降線をたどってしまいます。 

 

先生は、数字だけで君を判断したりはしません。 

なぜか？ 

 

それは、君が頑張れているからです。 

今の頑張りを、諦めずに続けてください。 

合格するためのキーワードは、 

「あきらめない心」と「継続」です。 

 

また、新たな戦いの始まりです。 

先生たちも君と戦います。 

この夏のひたむきな君であれば、 

必ず夢は叶います。 

 

私は君を信じています。 

君は君自身を信じて進んでいきましょう！ 

 

 

教務部長・内谷校校長 柴原正彦 
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先行告知！ 

『EISEN 通い合宿 2DAYS－数学冬の陣－』 
 

◇ 中３受験生の皆さんへ ◇ 
 

「えっ？２０時間も数学特訓！？」 

「そうです。でも、効果は絶大です！」 

今年度も英泉塾、マイベスト合同で 

『EISEN 通い合宿 2DAYS』を別所沼会館で、 

12 月 29 日（木）と 12 月 30 日（金）の２日間にわたって実施することが決定いたしました。 

冬期講習では入試実戦力を徹底的に鍛えていきますが、 

基礎トレーニングをおろそかにするわけにはいきません。 

『EISEN 通い合宿 2DAYS』では、冬期講習後半の過去問 

実戦演習に備え、数学の基礎トレーニングを重点的に 

行っていきます。なぜ、このような過酷なトレーニングを 

英泉塾では毎年行っているのか。それは、合否のカギを握る 

教科が『数学』だからです。 

埼玉県公立入試の数学においては、今年度から傾向が変わるということが 

県の教育委員会から発表されています。変更点のポイントは主に以下の２つです。 

ポイント① 取り組み易い問題を増やす。 

ポイント② 問題の一部に応用的な問題を含む学力検査（学校選択問題）を 

      一部の学校で実施する。⇒数学の問題が２種類できる。 

このポイント２つに共通していることは、まず基本を固める必要があるということです。 

そのうえで、出題傾向に合わせた解法パターンを習得し、そして数多くの問題を解いたという 

“経験”を積んでいくことで、本番の得点力アップを可能にすることができるのです！ 

実際、昨年の卒業生の数学の塾内平均は、全県平均を 13.5 点上回る結果となりました。 

 

入試直前、最後の土台固め、数学２０時間耐久の大勉強会です！ 

あなたも、この『EISEN 通い合宿 2DAYS』で数学力を鍛え上げませんか？ 
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◇ 中学１・２年生の皆さんへ ◇ 

 

今年度も、英泉塾恒例の中３通い合宿勉強イベント、 

『EISEN 通い合宿 2DAYS』に、やる気のある中１・ 

中２生の皆さんにもチャレンジしてもらえるように 

なりました！  

学校の進度に関係なく、君にとって必要なことを 

やり続ける年末の２日間（約 20 時間！）になります。 

必要なことと一口に言っても、人によって大きく異なると思います。 

「数学の初歩（割合や速さ…など）からやりたい」 

「２学期の復習をしたい」 

「どんどん先のことを予習したい」 

どのようなことでも、本当に君にとって必要なことであれば、全部 OK！ 

 また、自力で解けなくて苦しんでいるとき、なかなか質問しづらいときも大丈夫。 

会場にいる先生たちが、わかりやすく丁寧に説明し、サポートします。 

「数学だけを２０時間もやるのはさすがに……」と思う人もいるかもしれませんね。 

実は『EISEN 通い合宿 2DAYS』では、「数学だけ」勉強するというわけではありません。 

 この２日間で、参加する皆さんと、「自分は何のために勉強しているのか？」、「本当に手に入れ

たい成果（目標）は何か？」、「それを手に入れるために、どんな行動を選択するのか？」とい

うことも一緒に考えていきます。「自分の中に勉強する理由がある」状態になることで、さらな

る成績アップを実現することが可能になるのです。 

 一人ひとりに応じた特別プログラムによる、特別な２日間！ 

あなたも、この『EISEN 通い合宿 2DAYS』に参加してみませんか？ 

  

 『EISEN 通い合宿 2DAYS－数学冬の陣－』の概要 
【対  象】英泉塾・マイベストに通う中３受験生、中１、中２生 

【定  員】全校舎合計 中３ １１０名／ 中１・中２ ２０名 

【日  程】12月 29日（木）・12月 30日（金）の２日間（約 20時間！） 

【申込締切】第１次締切 11月 12日（土） 

※詳細、申込書等は後日配布いたします。 

【会  場】別所沼会館 各会議室 

【時  間】（２日間共通）9：00～19：50 ※１日 50分×10コマ 
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平成２９年度高校入試情報 

英泉塾中浦和校にて、大宮開成高校の 

入試個別相談会を開催します！ 

 

保護者様対象の高校進学セミナーには、たくさんの保護者の皆様にご参加いただきありがとうご

ざいました。有益な受験情報や高校進学後に関することなども知っていただき、大変有意義な会

であったと思います。 

 

さて、進学セミナー終了後、英泉塾に絶大な信頼を置いていただいている、大宮開成高等学校の

高橋先生から、昨年に引き続き今年も英泉塾の生徒、保護者の皆様のために、入試個別相談会を

英泉塾中浦和校にて開催していただけるということになりました。 

 

これにより、大宮開成高校に足を運ばなくてもよくなり、お父様、お母様、受験生にとって大切

な時間が削られることなく、簡単に個別相談を受けることができるようになります。 

 

大宮開成高校の受験をお考えの方はもちろん、大宮開成高校に興味がある方、受験未定の方も、

個別相談を受けることができます。まだ受験校が決まらず迷われている方も、英泉塾にて個別相

談を受けてみてはいかがでしょうか。 

 

尚、個別相談会は北辰テスト１０月号結果返却後の１１月５日（土）と、 

１１月号結果返却後の１１月２６日（土）を予定しております。 

 

個別相談会は完全予約制にて行います。後日申込書を配布いたします。 

各コース合格基準偏差値を参考の上お申し込みください。 

 

※ 英泉塾での個別相談会に参加ご希望の方は、大宮開成高等学校の入試説明会に参加して

ください。 

 

今後の大宮開成高等学校入試説明会日程：１１月１２日（土）・１１月２３日（祝） 

                       １２月３日（土） 

              開始時間：各回１３：３０～ 

 

※ 詳しくは大宮開成高等学校ホームページをご覧ください。 

 

緊急告知！ 

昨年度、大宮開成 髙橋先生と 
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今年度第 2回目の小学生(4年生～6年生)学習イベント、 

『EISEN 漢検チャレンジ』本番のテストが、10月の下旬に実施されます。 

 

“日本漢字能力検定”の一級分、つまり学校で習う１年分の漢字を、 

約１ヶ月間でマスターしてしまうという、ちょっとハードな 

英泉塾小学部の恒例イベントです。 

 

本番のテストは漢字の書き取りのみの問題が１００問出題され、 

合格点は８５点。現在は全範囲を５週間に分けて、 

宿題として漢字練習に取り組んでもらっています。 

 

このテストに合格できれば、その直後に実施される『漢検』にも 

十分合格できる力を身につけたことになります。 

 

自分の学年に相当する級を練習する生徒から、 

早くも準２級(中３レベル)にチャレンジする生徒まで、 

毎週たくさんの漢字を習得するべく、それぞれが一生懸命課題に取り組んでいます！ 

 

練習は大変だと思いますが、みんな合格できるように頑張ってください。 

そして、ここで身につけた漢字力を持って、 

『漢検』にもどんどんチャレンジしてみましょう！ 

 

中浦和校校長 渡辺高章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「たくさんマルを取るぞ！」 「みんなで絶対合格だ！」 「一生懸命に練習中！」 
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英泉塾 小学生低学年クラス 

「スーパーキッズ」で 
楽しく元氣に育脳中！ 

 

ソロバンとスピードリーディングで脳力を鍛える「スーパーキッズクラス」が開講中です。 

年長さんから小学 4年生まで、みんな楽しく、一生懸命に取り組んでいます。 

 

『ソロバン・ピコ』クラスでは、２学期になってからも検定試験合格者がぞくぞくと出ています。 

先月、内谷校では、『暗算検定』にチャレンジしたお友達が全員、見事７級に合格しました！ 

また、中浦和校でも、小学２年生の受検者たちがみんな一斉に『珠算検定』９級に合格するこ

とができました！ 

 

今回は、その中浦和校の小２のスーパーキッズたちをご紹介します。みんな、もっともっと上の

級を目指して、これからも楽しくがんばっていきましょう！！ 

中浦和校校長 渡辺高章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

小２ 木村祐樹くん 和田先生からおめでとう！ 小２ 渡部聡太くん 

小２ 青鹿由佳さん(右) 

  

小２ 鳥山唯奈さん 小２ 黒田健太くん 
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ＥＩＳＥＮカレンダー 今後の予定（10 月～12 月）  
 

　２日（日）　中３　第５回北辰会場テスト

推薦・ＡＯ入試対策講座　高３生対象者 　８日（土）　第二回実用英語技能検定 　８日（土）　第二回実用英語技能検定

１１日（火）　⇒　１０日（月）の振替授業 １１日（火）　⇒　１０日（月）の振替授業

２９日（土）　第二回日本漢字能力技能検定 ２４日（月）～　第２回漢検チャレンジ

２９日（土）　第二回日本漢字能力技能検定

３１日（月）～　学力診断テスト

　　（小４・小５・小６）

　６日（日）　中３　第６回北辰会場テスト ＊小学生俳句コンクール【秋】

１日（火）～センターチャレンジ 　９日（水）　～　中１・中２三者面談

高１生、高２生、高３生

推薦・ＡＯ入試対策講座　高３生対象者

高３生三者面談月間 　４日（日）　中３　第７回北辰会場テスト

２２日（木）　二学期通常授業終了 １０日（土）　中３親子受験必勝壮行会 　５日（月）～　小学生二者面談

２４日（土）　冬期講習授業開始 ２２日（木）　二学期通常授業終了 １６日（金）英語クラスクリスマスパーティー

２４日（土）　冬期講習授業開始 ２２日（木）　二学期通常授業終了

２９日（木）・３０日（金）　高３生通い合宿 ２４日（土）　冬期講習授業開始（５年・６年）

２９日（木）　～　１月３日（火）　冬休み

２９日（木）　～　１月３日（火）　冬休み

11
月

12
月

高等部 中学部 小学部

10
月

　　　「年末２ＤＡＹＳ・センター試験演習会」

２９日（木）　～　１月４日（水）　冬休み ２９日（木）・３０日（金）　中３通い合宿

　　　　　　　　　「年末２ＤＡＹＳ」

 

〇 10 月～12 月の 休校日 のお知らせ 
 

10月 10 日(月・祝)・11月 3日(木・祝) ・23日(水・祝)・ 

12月 23 日(金・祝)・29日(木)～1 月 3 日(水)は、全クラス休講となります。 

※12 月 29日・30 日は『通い合宿２DAYS』があります。 

(原則として祝日は休校となります) 

〇今年度第２回 漢検・英検の試験日について 

漢検                                               試験日：10 月 29 日(土)

英検  2 次試験 (3級以上の 1 次試験合格者対象)       試験日：11 月 6 日(日)    

  

 

 


