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 英泉通信１０月号 

 

今年の夏も、子ども達の頑張り、素晴らしさに心が震えました。 

毎年恒例の英泉塾夏合宿、「EISEN 受験必勝マインド In 尾瀬」。 

 

3 泊 4 日の猛特訓勉強合宿は、受験生の学力向上という目的以外にも、 

受験生の自律的行動の促進、意識変革をコンセプトとした、 

全国でも例を見ない教育指導法を取り入れた英泉塾自慢の合宿プログラムです。 

 

子どもの「自主・自律・自発・自省・自学」を引き出す徹底した教育コーチング指導。 

 

自らが望む未来を思い描き、望む未来を手に入れるために必要な行動を自らが選択する、行動強

化の NLP ワークショップ。 

 

右脳と左脳を活性化させる NAP TIME とエデューK 体操。 

 

最先端の教育手法を取り入れた加速学習を体感した生徒達は、 

皆一様に、自分の秘めた力に驚き、成長に喜びを感じ、 

学びの意義や学びの目的、そして目標を真剣に考え始めます。 

 

想像できるでしょうか？ 

３泊４日の勉強合宿で、誰一人として先生に怒られた生徒がいないんです。 

１２０人が共に学ぶ大教室で、私語をする生徒がいないんです。 

朝から夜中まで勉強していながら、子ども達から笑顔が絶えないんです。 

 

誰に命令された訳でもなく、子ども達は自分自身のため、 

そして自分を支えてくれているご家族の期待に応えるため、 

歯を食いしばって必死に勉強しているんです。 

 

人間って偉大な生き物だって、子ども達から教わりました。 

そして、子どもって、本当に美しい生き物だって、心の底から思います。 

 

異論のある方もいらっしゃるかもしれませんが、 
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確信をもってお伝えしたいことがあります。 

 

それは、 

「全ての子どもが、とてつもなく素晴らしい可能性を秘めている！」 

「全ての子どもが、常により善い成長を自ら願っている！」 

ということです。 

 

これはあなたのお子様も決して例外ではありません。 

自らの意志で、より悪しき方向に成長しようとする子どもはいないはずです。 

 

たとえ今、勉強に苦労していたとしても、 

たとえ今、親子関係や人間関係に苦労していたとしても、 

たとえ今、自分の感情を持て余していたとしても、 

心の底では、子どもは願っているんです。 

より善い自分の成長を、自分の幸せを、 

そして自分を支えてくれている大切な人の幸せを・・・ 

 

夏期講習が終わり、すぐに教職員会議を行いました。 

そこで英泉塾教職員全員が改めて確認したことがあります。 

 

「子どもの幸せを心から願って、子どもへの愛情を抱き続けること」 

「子どもの幸せを心から願って、子どもの可能性を信じ続けること」 

「子どもの幸せを心から願って、生命への畏敬の念を抱き続けること」 

「子どもの幸せを心から願って、教育への情熱を抱き続けること」 

そして、 

「プロフェッショナルとして、英泉塾教師として、 

自分自身の誇りにかけて、子どもの成績・学力を圧倒的に上げるということ」 

 

成績を上げられない塾は塾でない。 

しかし、〝心〟を育てないところに真の教育はない。 

 

私達は、必ずあなたのお子様の学力・成績を上げます！ 

私達はあなたのお子様の人間的成長と幸せな未来の実現を全力でサポートします！ 

私達は、信頼してお子様を預けてくださった保護者様の期待に必ず応えます！ 

これが、私達、英泉塾教職員の〝使命〟です。 

私達は、目の前の全ての子どもの幸せのために、〝教育〟に命を使います。 

英泉塾副塾長 安田卓史 
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中３受験生、親子で語り合う！ 
～『英泉塾 中３親子進路指導ガイダンス』レポート～ 

 

７月６日(土)別所沼会館大ホールにて、今年度２回目の保護者会を中３受験生の親子様限定で

開催いたしました。テーマは「受験生の夏」。生徒の皆さんには『夢実現シート』、保護者様には

『夢支援シート』をその場で作成していただき、親子それぞれの夢と目標をお互いに語り合って

もらいました。その様子と、保護者様からの感想の数々をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月６日( 

<保護者様からのたくさんの御感想、ありがとうございました> 

・親子一緒に夏期講習から受験までの道のりが聞けて、とてもよかったです 

・今すべきことが具体的にわかりました 

・鈴木葵依さん(浦和一女高校１年生)のお話が力強く、感動しました 

・高校入学後のお話で、高校合格が最終目的ではないことが子どもにもよくわかったと思う 

・保護者用ワークシートで、自分を見直すことができてよかった 

・すばらしい内容でした。先が見えないがゆえに不安になりがちな私たちに、具体的に 

どうすべきか、どう考えるべきかを、イメージできるように導いていただけました 

・親が子に口うるさく言うより、よかった    ・子どもがやる気になったと思いました 

・将来の自分を考える大事な話をしてもらい、子どもにとってよかったと思います 

・親子で目標の確認ができました 

・親子で一緒に情報を共有でき、今後の気持ちの持ち方がわかり、大変よかったです 

・親の『支援する気持ち』をあらためて持てました 

 

[親子で夢と目標を書きます] 

 

[お母さんできた?] 

 

[まずは頭の体操からスタート！] 

 

[母からわが子へ！] 

 

[顔と顔を寄せ合い、誓いました！] 

 

[お母さんありがとう(照れるぜ!)] 
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 EISEN サマーレビュー① ２０１３夏期講習    
 

今年の夏期講習も楽しく熱く盛り上がりました！ 写真と生徒の声をお届けいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■夏期講習では数学と英語をすごく進めることができ、わかるようになりました。（中１女子） 

■最初はせっかくの夏休みなのにめんどくさいなあと思っていたけれど、塾で勉強すると 

とても時間が早く感じ、とてもためになったと思います。（中１男子） 

 

 

 

 

 

■何もしなければ忘れてしまうことを改めて感じ、復習は大切なんだと思いました。（中２女子） 

■夏休みに入る前は英語が苦手だったけど、今は好きになりました。（中２女子） 

 

 

 

き k 

 

 

 

 

■中学最後の夏休みを最高の夏にできたと思います。もちろんつらいこともありました。でも、

楽しかったこと、うれしかったこと、タメになったことの方が数百倍多かったです。（中３男子）   

■夏休みの部活と塾の両立がすごく不安だった私に柴原先生が「その不安な気持ちが大切なんだ

よ。だからがんばれ！」と言ってくれたのでやりきることができました。（中３女子）   

 

[英泉で将棋おぼえたの(小４)] 

 

[集中力も身についた！(中２)] 

 

[イエーイ！おれたち小５Ｈ] 

 

[職員室めっちゃ楽しい！(中２)] 

 

[算数の文章題を音読！小５Ｋ] 

 

[最終日ごほうびのアイス(小６)] 

 
[中３恒例の撮影！うおおお!!] 

 

[仲間と乗り越えた思い出の夏] 

 

 

 

[夏を乗り越えた仲間たちと] 

 

[つかれたけどがんばれた(中１)] 
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 EISEN サマーレビュー② 中３夏期合宿 in 尾瀬  
 

今年も英泉塾主催の夏合宿『ＥＩＳＥＮ 受験必勝マインド in 尾瀬』が開催されました。 

8月 13日～16日、英泉塾を中心に、関東圏の同じ志を抱く塾が集い、参加生徒はなんと 120名！ 

慣れない環境で初めて出会った仲間たちとの共同生活でしたが、生徒たちは本当に立派でした！ 

 

  

 

[白いダルマに自分の目標を書き、

たくさんの友達から応援のメッセー

ジをもらい、宝物になりました] 

 

[私にはたくさんの友達ができまし

た。仲間がいるだけで心強くなりま

した。出会いに感謝しています] 

 

[僕はたくさんの人に応援されてい

ると思った。合宿から帰ったらすぐに

両親に感謝の言葉を伝えたい] 

 

 

[友達が頑張っているから自分も 

頑張ろうと思えました。友達が自分

をこんなに強くしてくれました] 

 

[友達に引っ張られるようにやる気

がでてきました。明日は周りのやる

気を引きだす勢いでやりたいです] 

 

[受験は自分一人のものだと思って

いたけれど、たくさんの人たちが応

援してくれていることに気づいた] 

 

[たくさんの事を学べたのも、たくさ

んやる気がでたのも、たくさんの人

に支えてもらったからです] 

 

[周りの音が何も聞こえなくなり、ペ

ージがどんどん進んで、いつまでも

やめたくないと思いました] 

 

[人見知りな私に話しかけてくれた

子がいて、本当に本当にうれしかっ

たです。自分が大好き！パタパタ] 
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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 18 アップ 

前回偏差→9 月北辰 

46→64 

田島中Ａさん 

国語偏差 17 アップ 

前回偏差→9 月北辰 

40→57 

内谷中Ｋくん 

数学偏差 17 アップ 

前回偏差→9 月北辰 

47→64 

白幡中Ｍさん 

国語偏差 16 アップ 

前回偏差→9月北辰 

46→64 

田島中Ｉくん 

理科偏差 16 アップ 

前回偏差→9月北辰 

45→61 

内谷中Ｏくん 

国語偏差 15 アップ 

前回偏差→9月北辰 

41→56 

内谷中Ｏさん 

社会偏差 15 アップ 

前回偏差→9月北辰 

54→69 

白幡中Ｙくん 

数学偏差 14 アップ 

前回偏差→9月北辰 

50→64 

内谷中Ｔくん 

数学偏差 14 アップ 

前回偏差→9月北辰 

39→53 

土合中Ｓくん 

数学偏差 14 アップ 

前回偏差→9月北辰 

50→64 

内谷中Ｓさん 

社会偏差 14 アップ 

前回偏差→9月北辰 

35→49 

内谷中Ｎさん 

理科偏差 14 アップ 

前回偏差→9月北辰 

51→65 

白幡中Ｓくん 

英語偏差 14 アップ 

前回偏差→9月北辰 

51→65 

白幡中Ａさん 

国語偏差 13 アップ 

前回偏差→9月北辰 

46→59 

内谷中Ｋさん 

国語偏差 13 アップ 

前回偏差→9月北辰 

49→62 

内谷中Ｎくん 

国語偏差 12 アップ 

前回偏差→9月北辰 

44→56 

田島中Ｏくん 

国語偏差 12 アップ 

前回偏差→9月北辰 

41→53 

田島中Ｗくん 

国語偏差 12 アップ 

前回偏差→9月北辰 

41→53 

白幡中Ｓさん 

国語偏差 12 アップ 

前回偏差→9月北辰 

44→56 

美笹中Ａさん 

社会偏差 12 アップ 

前回偏差→9月北辰 

32→44 

土合中Ｕさん 

国語偏差 11 アップ 

前回偏差→9月北辰 

45→56 

白幡中Ｉくん 

数学偏差 11 アップ 

前回偏差→9月北辰 

47→58 

土合中Ｏさん 

理科偏差 16 アップ 

前回偏差→9月北辰 

55→71 

美笹中Ｎさん 
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ここでは偏差値 10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 109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！！ 

 

中 3 生の君。 

君は夏期講習の前に、夏の目標を立てたのを覚えていますか？ 

達成できた君は努力が実り、うれしさいっぱいですよね。 

達成できなかった君は、悔しい思いをしている事でしょう。 

君の目標を達成させてや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！」 

 

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こう！ 

英泉塾教務部長・内谷校校長 柴原正彦 

数学偏差 11 アップ 

前回偏差→9月北辰 

49→60 

内谷中Ｉくん 

社会偏差 11 アップ 

前回偏差→9月北辰 

40→51 

白幡中Ａさん 

社会偏差 11 アップ 

前回偏差→9月北辰 

38→49 

内谷中Ｓさん 

国語偏差 10 アップ 

前回偏差→9月北辰 

61→71 

白幡中Ｙくん 

社会偏差 10 アップ 

前回偏差→9月北辰 

46→56 

田島中Ｉさん 

理科偏差 10 アップ 

前回偏差→9月北辰 

48→58 

白幡中Ｈくん 

理科偏差 10 アップ 

前回偏差→9月北辰 

52→62 

田島中Ｙさん 

理科偏差 10 アップ 

前回偏差→9月北辰 

59→69 

白幡中Ｋさん 

英語偏差 10 アップ 

前回偏差→9月北辰 

62→72 

白幡中Ｉくん 

英語偏差 10 アップ 

前回偏差→9月北辰 

46→56 

内谷中Ｔさん 

［君の努力は必ず実を結ぶ！］ 
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あなたも『100 点をめざせ！』 
 

中学生のあなた！こんにちは。内谷校副校長の吉川和孝です。最近やっと秋らしい陽気になっ

てきましたが、夏期講習がずいぶん前のことのように感じられませんか？ 体育祭（今年は先生

たちも応援に行きましたよ。あなたが全力で走っている！  ただそれだけで本当に感動しまし

た！）も終わり、あっというまに２学期中間テストですね。 

 

ここで、Ｔくん(中 2)の、前回 1 学期期末テストのエピソードを紹介します。 

5 教科 450 点を目標にしていたＴくんは、「めざせ 500 点満点！全教科 100 点だ！」という、

強く熱い気持ちでテスト勉強をしていました。今これを読んでいるあなたはひょっとして「目標

が 450 点なのに 500 点をねらうなんて、なんかヘン」と思いましたか？ いいえ、ちっともヘン

ではありません。Ｔくんは本気で 500 点満点をめざしていました。 

 

Ｔくんはこう考えていました。「たとえば、もし 450 点をめざすとしたら、それは『500 点の 

うちの 50 点を最初からあきらめる』ということだ。でも僕はそうじゃない。450 点を突破したい！

そのためには 500 点満点をめざす必要がある。最初から捨てる点数なんて、1 点もないんだ！」 

 

実はＴくんは、ケアレスミスで毎回 20 点以上落としていたのです。ひとつの小さなミスがどん

どんたまって大きな減点になる。そんな悔しさを何度も味わっていたＴくんが、テストの前から

50 点をあきらめるはずはありません。もうこれ以上、1 点も失うつもりはなかったのです！ 

 

100 点を取る！そんな強い気持ちで勉強しつづけたＴくんは、英泉塾のテスト対策課題と学校

ワークを４回ずつくりかえし、さらに教科書をすみずみまで覚えました。その結果、450 点をら

くらく超え、460 点をゲット！おめでとうＴくん!! 

 

100 点をめざすということは、完璧をめざすということです。100 点をめざすからこそ、テス

ト範囲を完璧にマスターしようという気持ちが起こります。このような気持ちのあり方が、勉強

には何よりも必要なのです。 だから先生たちはいつもこう言います。「めざせ 100 点！」 

 

2 学期の中間テストは、1 学期よりも内容が難しく、出題範囲は広くなります。だからといって、

あれこれいろいろやろうとすると、結局すべてが中途半端になってしまうかもしれません。これ

を最後まで読んでくれたあなた！どうか迷わず、英泉塾のテスト対策課題をきちんとていねいに

やってください。それだけで絶対にだいじょうぶです！「めざせ 100 点！」 

 

「できそう」「できるはず」と心から信じることがたいせつです！ 

そうすれば、本当にできます！ 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-wDIiY076K98/UZYlQfw21AI/AAAAAAAATL0/GmJEOLE1YsU/s800/test100.png
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3xTpns5zkdSrQoBmC2DTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1auocd9gl/EXP=1380538361/**http:/rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%B1%F4%C9%AE/%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%B1%F4%C9%AE/*http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E9%89%9B%E7%AD%86
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中間テスト特別勉強会『ミラクル中間！』 
 

■10 月５日（土）・６日（日） ■10 月 12 日（土）・13 日（日） ■ 10 月 19 日（土）・20 日（日） 

 

・座席数に限りがありますので、お早めにお申し込みください（原則として先着順です）。 

・中浦和校、内谷校、各校舎で開催日程・時間割などについての詳しい説明があります。 

・別紙の申込書に必要事項を記入の上、各校舎の校長に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ テスト前の土曜日・日曜日を利用してテスト勉強を行います。 

土曜日 50分×7コマ＝350分（5時間 50分）   

日曜日 50分×7コマ＝350分（5時間 50分） 

2日間合計 700分（１１時間４０分） 4日間合計 1400分（23時間 20分） 

これだけの時間を自宅でテスト勉強に打ち込むことができますか？  

□ 暗記方法や勉強の手順、分からない問題などを質問できます。 

解説を読んでも分からない、勉強の手順が分からないなど、テスト勉強を進めていくと様々

な壁にぶつかります。そんな時、手のあいている先生に質問・相談ができます。時には、君

にとって必要な、暗記プリントや演習問題など、特別に手渡すこともあります。 

□ 時間割にしたがって、集中して学習できます。 

時間割が決まっています。1コマは集中が持続するといわれている 50分間。ひとりで勉強す

ると、ついダラダラと休憩してしまい、やる気も出ないことがありますね。しかし、となり

では真剣に暗記している友達、まわりでは目の色を変えて勉強に集中している先輩がいると

どうでしょう。自然とやる気が出てきます。 

□ 本気でテスト勉強をしたい人のみ参加できます。 

いい点数を取りたい。成績を絶対に上げたい。と思う人だけが参加できます。 

勉強時間はおしゃべりをしない。勉強開始時間を守る。教室内での飲食は禁止。質問、相談

は休み時間に行う。これらのルールを守れなかったり、他の人からのクレームが出たりした

生徒は即刻教室の使用を禁止し、帰宅してもらいます。けじめある勉強をしてこそ、満足の

いく結果が得られるからです。 

 

[数学の難問も３人なら楽しい！] 

 

[満点しか見えない！] 

 

[柴原先生の書、めちゃうまっす！] 
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小学生のお子様のお父様、お母様、こんにちは。 

英泉塾の小学生の皆さんは、毎日元気に、楽しそうに塾へ通ってくれています。 

 

ところで、先日私は日常のほんの些細な瞬間に、ショックとも思える出来事を経験しました。 

あるコンビニでの出来事なのです。 

コンビニの店員さんが外の掃除をしており、 

塵取りにゴミを集めて 

入り口付近に塵取りとほうきを立てかけて店の中に入っていきました。 

 

そこへ、１人の中学生が自転車で通りかかり、 

偶然足がそのほうきにぶつかってしまいました。 

ほうきと塵取りは倒れ、せっかく店員さんが集めたゴミも散乱してしまいました。 

 

その中学生がどうするのか様子を見ていると、気付いて一度は散乱したゴミを見たのですが、 

そのままスーと自転車で逃げるように走って行ってしまいました。 

 

「本当にしょうがないな。」と思い、私がゴミを集めようと近づいたときに、 

幼稚園くらいの可愛い女の子を連れた若いお母さんが子供と一緒に店の中から出てきたのです。 

 

その若いお母さんは、「あら～。」といって、子供の手を引っ張りその倒れたほうきと塵取りをさ

けるようにして、逃げてしまいました。子どもは、その散乱したゴミを気にしつつもどうなるか

見ていました。 

 

そのお母さんの行動が、私の予想（期待？）していた行動とはかけ離れていたために、 

そのお母さんの大人とは思えない行動にショックと腹立たしさを覚えながら、 

「まあ、いいや。」 

と思い、倒れたほうきと塵取りを拾い上げ、散乱したゴミを私が集めました。 

 

その時、その小さな女の子が、驚いた表情で「わー、拾ってる。」と一言。 

明らかに、何でそんなことするの？と私をさげすむような言い方。 

お母さんは、「ほら、早くいくわよ。」 

とその子の手を引っ張って去っていきました。 
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その後、その可愛い小さな女の子のことが頭から離れず。 

「あの子は、これからどうなってしまうのかな？」 

「かわいそうに。」と思うとともに、 

絶対に英泉塾に通ってくる生徒には、「いい行動を自ら率先してやってほしい。」 

と強く思った瞬間だったのです。 

 

現在、英泉塾では、「よい行動」「よい言葉」「よい姿勢」「よい表情」「よい考え方」 

などの、良い習慣を小学生の内に身につけてもらいたいと考えています。 

 

良い態度が習慣になれば、毎日の過ごし方が充実します。 

気分が明るくなります。 

良い言葉を使う習慣が身に付くと考え方が変わりやる気も出ます。 

そして、成績だって上がります。 

 

「自転車を並べる」、「くつをそろえる」、「学習姿勢を正す」ためには、自分の心と体をコントロ

ールしなければなりません。それによって、意志の力も養えます。 

 

まずは、元気よく「こんにちは。」「はい。」「さようなら。」「ありがとうございました。」 

と相手の方を向き、はっきり言えるように指導しています。 

 

お父様、お母様からお預かりした大切なお子さんに 

「本当に大人になって活躍できるようになってほしい。伸びていってほしい。」 

と思っています。 

 

「心を育てるには、まず態度を変えるところから。」を合言葉に、これからも 

可愛い小学生の皆さんに、愛情をもって接していきたいと思っております。 

 

さて、英泉塾小学部では、今年度第２回目の“漢字昇級試験”を、１０月２８日より実施する予

定です。 

現在小学生は、１年間分の漢字を１か月でマスターしようと必死に練習に取り組んでいます。 

中には、「いやだ。」「やりたくない。」「つらい。」 

と逃げ出しそうになるお子さんもいるかもしれません。 

しかし、この経験は、「漢字力、語彙力養成」のほかにも 

「忍耐力」「持続力」など、「自分に負けない力」をも養っていることをご理解ください。 

もし、投げ出しそうになっているお子様がいらっしゃいましたら、遠慮なくご相談ください。 

 

英泉塾教務部長・内谷校校長 柴原正彦 
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英泉塾高等部 大学入試速報!! 
 

今年も、第一志望大学合格を勝ち取った生徒の声が早くも届きました。大宮開成高校の I さんで

す。I さんは、非常に厳しいハンドボール部に高３夏まで所属しながら、AO 推薦入試対策コース

「探ゼミ」と一般入試対策コースを W 受講し、昨年度の倍率４．０倍と狭き門であった志望大学

のＡＯ入試にチャレンジしました。そして見事に合格しました。「探ゼミ」では、幼い頃からの夢

である「看護師」となって将来どのような社会貢献ができるのかなどを、徹底的に追及し「志望

理由」を作り上げました。明確な志望理由と将来の夢を持って大学に進学する I さんは大学や社

会で大いに活躍してくれることでしょう！本当におめでとう！！ 

 

了徳寺大学 健康科学部 看護学科 ＡＯ入試 合格！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大宮開成高校 ３年 

I さん 

Ｑ１ 合格した今の気持ちを教えてください 

 

とりあえず、非常に嬉しいです！「探ゼミ」を頑張

ってきた甲斐があったと思います！両親をホッと

させることもできたな、と思います。 

周りの友人の受験はまだ先なので、少し悪いなとも

思いますが、今は嬉しさの方が大きいです！ 

Ｑ２ 英泉塾に来て良かった点は何ですか？ 

 

私は英泉塾に入って AO入試というものを知りました。自分の志望学部が、本当に自

分が行きたい学部なのかなど、とても考えさせられました。色々なためになる話も聞

けました。アットホームなところも良かったです。 

Ｑ３ 「探ゼミ」について、役立った点等を教えてください 

 

・自分の見解を広げられたこと 

・人と議論するには、自分の意見もしっかり述べつつ、他人の意見もきちんと聞かな

くてはならないことを知ったこと 

・積極性が大事と知ったこと 

・夢は声に出せば、実現するのだと知ったこと 
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中３生 高校生クラス進級に関するお知らせ 
 

英泉塾では、大学進学を希望する中３生が高校入試終了後、高校部に進級しています。 

高校では、数学や英語をはじめ、授業科目が大幅に増え、内容も大変難しくなります。そ

のため、早い段階で勉強のペースをつかむことが必要です。授業スピード・内容にしっかり

とついていける学習環境を整えるべく、４月にスタートダッシュを切ることが極めて大切で

す。 

高校１年生の１学期が、３年間の高校生活を決めるといっても過言ではありません。 

 

お子様が高校進学後も充実した高校生活を送ることができるとともに、目的意識を持って

次の進路へ羽ばたいていけるよう、しっかりとサポートして参ります。  

※高校合格後の詳細スケジュールに関しましては後日お知らせいたします 

 

英泉塾 高校生クラスに進級することにより… 

 

☑ 高校での基本的な学習の方法と習慣が最速で身につきます 

☑ 文系・理系を問わず、受験のカギを握る教科『英語』が得意科目になります 

☑ 全ての教科の予習・復習を行うことができます 

☑ 苦手教科、単元を分かるまで徹底指導するため苦手克服ができます 

☑ 高校の教科書やワーク中心に、高校の授業に沿った学習ができます 

☑ 有名予備校の一流講師の授業が自分のスケジュールで受けられます 

☑ 基本事項の解説から、応用問題演習まで、自分に必要な学習が無理なくできます 

☑ 現役でツーランク上、難関大学を狙える学力が確実に身につきます 

☑ 多様化・複雑化し続ける大学入試に完全対応できます 

☑ 部活との両立が可能です 

 

高 1生・高 2生対象の『夢ゼミ』（無料）を受講することにより… 

 

☑ 将来の夢や志を見出すことができます 

☑ コミュニケーション能力が身につきます 

☑ 問題発見能力、問題解決能力が身につきます 

☑ 主体性が身につきます 

☑ 本当に「入りたい」と思える大学が見つかります 

 

【昨年開講１年目の合格実績】 

早稲田大学、埼玉大学、中央大学、日本大学、実践女子大学 
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英泉塾からのお知らせ 

中３三者面談が始まります～君の進路・未来について～ 

 

10 月 3 日（木）より、本年度第二回目の中３三者面談を行います。今回の三者面談は、現在の学

習状況や EISEN 学力診断テスト・北辰テストのデータ等を基に、第 1 志望校の選定、私立高校

推薦に関するお話から今後の学習アドバイスまで、進路に関する具体的なお話し合いの場にした

いと考えております。受験校の選び方、合格に向けて必要な事、そしてあまり意識されていない

高校進学後に関する重要な情報等、全て詳しくお話させていただきます。別紙にてお配りする『中

３三者面談申込書』にご都合のよい日時を選んで、お申込みください。ご協力のほど、宜しくお

願いいたします。 

 

毎年大好評の受験直前「逆転勝利の単科ゼミ」開講！ 

 

中 3受験生のキミ、公立入試が約 150日後に迫っていますね。2学期は中間・期末に意識の大半

を傾けて勉強に没頭することになると思います。もちろん 2学期学校テストは入試に最も大きく

反映されるわけですから、全力で試験に臨むべきです。しかし、だからと言って“受験勉強”を

全く無視していいというわけではありません。 

 

毎年、英泉塾では 11月下旬から本格スタートする、全国過去問、埼玉県過去問、私立過去問の

演習に先立って、「逆転勝利の単科ゼミ」を行っています。埼玉入試攻略に欠かせない英語、国語、

数学、理科、社会のレベル別解法攻略講座です。 

 

長年の埼玉入試問題分析から生まれた英泉塾オリジナル教材を用いて、たとえば社会の入試歴史

攻略、理科の作図攻略、数学の関数(基礎・難問)攻略、図形(基礎・難問)攻略、英語のリスニン

グ問題攻略、国語の古典問題攻略というように、それぞれの教科の重要単元、重要問題を短期集

中でマスターする講座となっています。毎年、ほとんどの受験生がこの直前講座で苦手を克服し、

過去問演習で素晴らしい得点アップを果たしています。 

 

この講座はたくさん受講すればいいというものではありません。抱えている課題は一人ひとり違

います。ですから無目的に全ての講座を受講するということがないよう、講座選択は慎重にお願

いします。自分の実力や課題に見合った、本当に必要な講座だけを吟味し受講して下さい。もち

ろん講座選択に関する相談、質問は大歓迎です。自分が何を受講すればよいか迷った場合は、遠

慮なく担当の先生に相談してください。 

※各講座内容、日程等の詳細は、別紙の受講案内にてお伝えします。 
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人間が成長していく過程において、さまざまな人生儀礼や転換期があります。中学・高校受

験などは、まさに人生の中での大きな節目と言えるのではないでしょうか。 

そんな大事な節目を迎える受験生の成功を願い、『学問の神様』と慕われる天神さまのご神徳

をいただきに、英泉塾を代表して中浦和校安田と内谷校柴原が福岡県太宰府天満宮へ行って

まいりました。 

 

皆さんの頭が良くなるようにと、牛の頭を撫で、お賽銭を投じ、祈り、そしてご神前にて受

験生全員の受験成功のご祈祷を授かってまいりました。 

台風が来る前日の良く晴れて爽やかで清々しいお参り日和の一日でした。 

英泉塾理事 安田知靖 

 

 

 

                           

【受験合格成就御守護】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 大人気！『オクトパス！』 

                ※受験勉強中これを机の上に 

                 『置くとパス』するらしい！ 
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ＥＩＳＥＮ カレンダー 今後の予定（10 月～12 月）   

3日(木)～　 中３　三者面談開始
6日(日)　 中３　第５回北辰会場テスト
6日(日)　 漢検申込み締切 6日(日)　 漢検申込み締切
12日(土) 第２回実用英語技能検定 12日(土) 第２回実用英語技能検定
14日(月) 全クラス休講 14日(月) 全クラス休講
16日(水) ⇒14日(月)の振替授業 16日(水) ⇒14日(月)の振替授業

21日(月)～ 学力診断テスト(小4～小6)
28日(月)～ 第２回小学生漢字昇級試験

＊小学生俳句コンクール【秋】

3日(日) 全クラス休講 3日(日) 全クラス休講
3日(日) 中３　第６回北辰会場テスト
4日(月) 全クラス休講 4日(月) 全クラス休講
9日(土) 第２回日本漢字能力検定 9日(土) 第２回日本漢字能力検定
14日(木) 全クラス休講 14日(木) 全クラス休講
23日(土) 全クラス休講 23日(土) 全クラス休講
25日(月)～ 学力診断テスト(中１～中３)
26日(火)～ 中１・中２　三者面談開始

1日(日) 中３　第７回北辰会場テスト
中２　第２回北辰会場テスト

21日(土) 二学期通常授業終了 20日(金) 英語クラスクリスマスパーティー
22日(日) 全クラス休講 21日(土) 二学期通常授業終了
23日(月) 冬期講習授業開始 23日(月) 冬期講習授業開始
24日(火) 全クラス休講 24日(火) 全クラス休講
29日(日)～ 29日(日)～
1月3日(金) 1月3日(金)

29日(日)
30日(月)

中学生 小学生

10月

12月
冬休み

中３　通い合宿『年末２DAYS』

冬休み

11月

〇 10 月 16日（水）は、14日（月）分の振替授業日となります。ご注意ください。 

〇 10月～12月の休校日のお知らせ 

10月 14 日(月・祝)、11月 3日(日)、4 日(月・祝)、14日(木)、23日(土・祝)、 

12月 22 日(日)、24 日(火)は全クラス休講となります。 

〇今年度第２回英検・漢検の申し込み締め切り日および試験日について 

英検  申込みは終了しています       試験日：10月 12日(土) 

漢検  申込み締切日：10月 6日(日)        試験日：11月 9日(土) 


