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10/11～中間テスト対策！
①
②
③
④
⑤

各自のテスト範囲・達成目標に合わせた計画表作成！
必出基礎暗記（5 教科）をタブレットで能率暗記！
厳選過去良問解説をサーバー＆BD で繰り返し演習！
頻出＆間違えやすい問題を解りやすい対策授業で！
ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ維持・向上のための個別ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ！
育誠学館１F ホールにて
12／14(土) 15（日）

10:00〜11:30

今年度の成果と今後の展望をわかりやすく説明
致します（最新の学習環境とその活用法・成績デー
タ分析を中心に企画進行中）ご希望日時を選択して
頂きますので、是非ご出席下さい！
高等部

数英センター試験対策解説授業！＋個別サポート!!

10 月号
Oct
秋の夜長、つい夜更かし…ということはあ
りませんか。つたない持論ですが、
“規則正し
い生活リズムは、人を元気にさせる”と思っ
ています。授業中の集中度と比例するのでは
と感じるくらいです。青少年期、どうしても
夜の自由を楽しみたくなる年頃ですが、その
ために翌日どうもシャキッとしないを繰り返
していらっしゃる方はありませんか。最近、
塾生に自立起床を勧めています。起こされて
もなかなか起きられなかった人が、
「もう起こ
してもらえない。
」と決まった翌朝から、不思
議と自分で起きられるようになっています。
そうすると本人も気分がよくなり、一日が充
実して過ごせるようです。朝から 20～30 分勉
強→朝食→登校と better な事例も耳にしてい
ます。自分で起きられることは、自信にもつ
ながりますね。まだお子様を起こしていらっ
しゃるご家庭がありましたら、是非参考にし
て頂きたい一話です。
（館長 清水）

問題分析・解放テクニック・受験勉強のやり方を伝授

～オンライン予備校“受験サプリ”の活用～
中学部

小学部

兵庫県公立高校受験講習実施中!!
入試本番まで、毎週土曜日 9:30～14:30
過去 10 年分の入試問題を計画的に進め、傾向と
対策による攻略法を伝授致します
・12/5(木）～ 小 6 対象 中学準備講習（数学・英語）
・大好評！Cosmos 先生の実践英語 毎週火曜日
・岩波メソッド ゴースト暗算で楽しく計算！

※詳細等、是非 HP“育誠学館”で検索して下さい！

中間テスト対策

土日は長時間学習！

12 日(土）9:30～14:30 18:40～21:30
13 日(日）9:30～15:30
19 日(土) 9:30～14:30 18:40～21:30
20 日(日) 9:30～17:30

神戸市外国語大学 イスパニア科

『相似ＣB』 11/ 9（土）
『三角形 CＢ 』 11/ 14（木）
『関数と比例 CＢ』 11/7（木）
『分詞 CB』 10/5（土）
『不定詞 CB 』 10/ 10（木）
『現在進行形 』 12/ 21（土）

（注意）お迎えご苦労様です！
・出口すぐ前は、安全の為駐車しないで下さい
・エンジンを切ってお待ち下さい
・停車・発車時のエンジン音へのご配慮もお願いします

いくせい塾すぐ前（西）の道は通学路につき pm1:00～4:00 は車での通行禁止ゾーンになっています。お気をつけ下さい！

Tel.079-431-5777 E-mail；ikusei-ｇ@gaia.eonet.ne.jp

通雄先生のコメント

３M
２M
１M
３Ｅ
２Ｅ
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少しずつ気温も下がり、勉強にも運動
にも遊びにも快適ないい季節になってきま
したね。個人的に一年で一番好きな時期
です。さて、今日は息抜きについてのお話
を。みなさんは勉強しているとき以外の
時間はどうやって過ごしていますか？人に
よってもちろん色々違うことでしょう。僕
がこの話題について言いたいことは一つだ
けです。なにかのめりこむことのできるも
のを探して下さい。本当になんでもいいで
す。音楽を聞くでもいい、スポーツに打ち
込むでもいい、楽器演奏でも、テレビゲー
ムでも、友達と話し込むことだって構いま
せん。ただし、大切なことは、一生懸命す
ること。これが本当に大事です。何をする
にも中途半端では、実は本当の意味では
楽しめません。一生懸命やって初めて楽し
さというのは味わえます。友達と話すの
に一生懸命？と思う人もいるかもしれま
せんが、例えばどんな話をしたとうに話
してくれるだとか、考えれば考えるほどい
ろいろわかってくるものです。賢い人は、
勉強のときだけ頭を動かしているのでは
なく、常にいろいろ考えています。でもそ
れはなんでかっていうと、考えた方が楽し
いからです。それはそのまま、勉強にもつ
ながっちゃうから賢いんですね。「
賢い人」
は「
楽しむ人」
なのかもしれません。

達成テスト

中 3 英語授業風景

９月実力テスト

結果分析！！

［学校平均点以上の割合］前回実力テストと比較
中３

中２

中１

今回

73％↗

54%↘

75%↗

(前回)

（63%）

(60%)

(64%)

※1 年生は、1 学期期末テストと比較しています

中３…英数理社において、平均点以上の人数割合が増えていました
実力テストでは応用問題が多く出題されており、基本での取りこぼしがそのまま点数に結びついてき
ます。講習時に応用問題を過去良問で実践していたことから得点していた部分も多くありました。そ
の反面基本問題での取りこぼしが目立っていましたので、基礎をおろそかにしないことが課題となり
ます。

中 2…英社の成績が良く、他教科で平均点以上の人数割合が減少していました
理科等、過去良問では実践できていてもパターンが変わると分からなくなる場合があるようです。
基本事項の徹底理解が課題となります。普段の授業で覚えたことをテスト直前にも見直し、解き直し
する事の重要性を理解・実践してもらいたいと思います

中 1…理社において、平均点以上の人数割合が増えていました
期末テストでは、数学にウエイトを置き、理社の学習時間が減少していました。今回の実力テストで
はテスト調べの時間を十分にとることが結果に結びついたと考えられます。5 教科テスト調べを確実
にする学習時間の確保と学習体力を身に着けることが課題となります

新たに 5 名の塾生が自己ベストを更新しました！
中 3 男子

＋４６点↑(＋52 点 →＋98 点)

中 3 男子

＋45 点↑(－56 点

→ －11 点)

中 3 男子

＋44 点↑(－91 点

中 3 女子

＋14 点↑(＋72 点

→ ＋86 点)

中 1 女子

＋6 点↑

→－47 点)

(＋69 点 → ＋75 点)

塾生募集!!

定員各学年１７名

入塾条件に、遅刻をしないことが追加されました
さらに、在塾生の学力レベルを下げないために、中２以降の入塾は
塾生最下位レベルより学校順位の低い方をお断りすることもあります

中学部
期間：10.11（木）～24（水）

※志方中学対策は、一週間後になります

① 達成テストの時間短縮！

これがいくせい流
教育改革！

改革前は、学校テスト同様に問題の書いてある
紙ベースに解答を書き込む形式でした
育誠学館の改革後、問題は適正タイムの設定されたスライドショー
で解答用紙のみ配布しています。
例えば、【一次関数Ｃの場合】以前は 1 枚 15 分かけていましたが、
現在は、1 回 7.5 分に短縮されました

三大活用法
❶

頭脳中で
パターン整理ができる

➋

所要時間の感覚
がイメージできる

❸ ミスをしない
スキル＆集中力ＵＰ

もったいない！！
塾生はもっとできるはず！
天賦の才を発揮できていない！
オーナーが医学の勉強会・学術集会等で最新の教
育やプレゼンテーションの方法をベースに、育誠学
館に合ったシステムを考え出しました
42 歳で医師国家試験を合格した経験より、理にか
なったやり方と遂行可能な計画が大切！とシステム
＆教材革命進行中です。30 年以上塾を運営しな
がらと医師としても責任を果たしているのはさすが
だと思います。（館長 清水）

② 出題率 90％以上を誇る確認テストで徹底暗記！
※対策スケジュール等、メール＆HP でお知らせ致します
テスト範囲が分かり次第お知らせ下さい

小 6 中学の数学･英語を先取り！
精神的な自立は肉体的な成長と深く関わりがあります。体力が乏しく、中学校の部活動や定
期テストを体験する時期において、授業を充分に活かし、かつ消化していくことは“至難の業”
の子供たちが多勢いるのは事実です。その間に成績が伴わず勉強嫌いになっている子供たちも
現実としています。中学生活に馴染むまでの“ラグタイム”を、時間的に余裕のあるこの小学
６年生の３学期にうめておくことは、１つの『保険』となりえます。

曜日・時間帯

月・火⇒ 16:30～18:０0 （1.5 ｈ） 木⇒ 16:30～18:20 （2ｈ）

達成目標

ⅰ）中学内容の 1 学期 2 単元を習得する
ⅱ）中学で通用する学習習慣・学習方法を学ぶ
ⅲ）勉強することの目的を明確にし、自分を鍛えることにチャレンジする

指導形態

一斉授業（木）＋個別演習（月・火） → テストで理解度チェック

月 謝

¥12,000-

（定員１2 名）

◆Curriculum
日にち
12/ 5
12
19
26
1/ 9
16
23
30
2/ 6
13
20
27

数 学
16:30～17:20
数直線・負の数の意味
絶対値・数の大小
加減法
乗除法
累乗
達成テスト『正負の数Ｃ』
文字式の表し方
文字式で表現
項と係数・同類項の計算
多項式の加減法
分配法則
達成テスト『文字式 C』

英 語
17:30～18:20
新しい友達をつくろう
身のまわりにあるものの英語①
自分のことを言ってみよう
身のまわりにあるものの英語②
アルファベットに慣れよう
達成テスト『Pro.1』
私は～です
あなたは～です
あなたは～ですか
私は～ではありません
1～100 まで数えよう
達成テスト『Pro.2』

中学部昇級条件
学 習 面
① 一九一九完全マスター
② 「正の数・負の数」 達成Ｃテスト

９０点以上

③ 中１ １学期習得１００単語テスト ９０点以上

ルール面

中学生は、自分の人生を自分で切り開
いていこうとする力をつける為にも、
人生において大切な時期です。
できるだけ途中退塾生を出さない
ように、先生と共に自分の人生に真剣に
向き合える、育誠に合ったタイプの人に
進級して頂きたいと思っています。

④ マナー（ 挨拶 ・ 靴揃え ・ 自転車整列 ・片づけ）
⑤ 塾則

（ 自分で出来ることは自分でする ・ 他の人に迷惑をかけない ）

以上５点をクリアし、スタッフ会議において、育誠学館中学部の生徒に適していると判断された
場合に中学部への進級を可とさせて頂きます。

オーナーの視点

活用しやすい教室への課題

育誠学館の使いにくさを、考えられる限りリフォームで改善しました。館長からの報告では
トイレ利用率が３倍になったということです。外部ゲストでリフォーム前を知る方々は、より
教室らしく落ち着いた雰囲気になったと言われております。私個人の話で恐縮ですが、教材作
りを遅れないようにしながら、改装の細部までの指揮にあたり、神経が磨り減った２年間とな
りましたが、合格点以上の環境にすることができたと思います。
『自立型個別指導』を活かしながら、
『効率的一斉授業』を組み込む試みは、定着するまでに
３年の年月がかかっております。
ものは考えようです。せっかく『自立型個別指導』で安定しているのに、大きな投資をして
まで講義棟（IT 環境）を建設整備するのは利益になるのか…？？
この３年間は向かい風の多い時期が続きました。病院でも電子カルテを導入するときは、ス
タッフの不満の声が飛び交っていたのを思い出します。しかし、定着すると自負に変っていま
す。
「あなたの病院、まだ電子カルテじゃないの。あれ便利ですよ。」なんて、180°変わって
言われる方も多いようです。
リーダーは、目標を明確にしなければなりません。塾ですから学力の養成とその結果の成績
アップです。そのために新しい媒体やシステムが生み出されてきたら採用する英断をしなけれ
ばなりません。ただ、周囲に誰もしていないわけですから、関係者は不安から、少しでもうま
くいかないと不満となり、リーダーを批判する行為が勃発するものです。最初は陰で、そして
多数になれば表面化します。結果を出すには細心の注意を払いながら進めて行かなければなり
ません。形になり、結果が出だすと、スタッフや塾生のストレスも軽減され、後は時間の問題
の時期になります。つまり、それが今の状態です。
やっと軌道に乗せることができました。これからはタブレットを活かして、結果をどしどし
生み出していかなければなりません。成績を上げたい塾生が、使えば使うほど成績アップに結
びつく教材です。例えば、スタート画面にアイコンとして、学力アップ memo や授業ノート
や過去良問など、スマホ感覚で使えるアプリにしていきたいと考えております。
以前は礼儀や根性を兼ね備えた一部のレベルの塾生だけが得られた『いくせい塾で大きく伸
びた』という実感を、より多くの塾生にその智慧を享受してもらえたらと考えております。

2014 年度 イベント速報
①

筑波大学と東京の旅

詳細は、いくせい新聞来月号に掲載します

1 泊 2 日（夏休み頃予定）

1 日目：東大・慶応・早稲田・皇居・国会議事堂の５か所を巡る
2 日目：筑波大学で留学生と交流

②

瀬戸内アートの旅（３月下旬予定）
岡山香川アート往復切符を参考に、青春 18 きっぷで電車の旅

③

広島 電車の旅（８月上旬予定）
ぷらっとこだま or 青春 18 きっぷ 広島平和記念を巡る電車の旅

2012.4 筑波大留学生との交流

タブレット活用セミナーに参加して
9. 21（土）
、館長・事務長両名で「タブレット活用セミナー」（大阪）に参加しました

〔内容〕 ① タブレット教育の動向と ICT 化の動き
② タブレット活用の教育アプリ

館長 清水よりの報告
2020 年 小中学生一人一台の電子端末の配備を目指す（総務省・文科省）と言われ、世界
の流れとしても学習現場でのタブレット導入は必須となるでしょう。とは言え、小学校での英
語教育やパソコン授業の質は、いかがなものでしょうか？
韓国やインドのように、タブレットを有効活用できれば、間違いなく教育に改革が起こせる！
というオーナーの確信の下、2012．3～導入したことを思い出しました。また、このような
重要なことは、民間教育機関がリードしなければ“現世代の子供たちに不利益になる”テーマ
であることも再確認できました。
学力向上の 3step を ① input（教わる）② process（身につける）③ output（発揮す
る）に分類したとき、② process（身につける）に最も効果があると考えます。
①は学館 1F の効率的一斉授業、または、塾 green room の BD 個別学習、③は学館１F で
の 2５0 インチ大画面を活用した一斉スライドテスト（競争モード）に適しています。
そこで、その②の質をいかに高めていくか？が今後もテーマとなります。
現在いくせい塾でのタブレット活用として
① サーバーにより、能率的に反復学習ができています。
② 調べたいことが、自分の席で瞬時に調べられます。音声や動画も活用できますので、「知り
たい！」と思ったときに、ピンポイントで深く吸収できます。
③ ②で得た知識・教養が新たなモチベーションとなり、更に意欲的に学習に取り組もうとする
好循環を生み出します。
④ “今ここ”でしかできないこの環境は、リアリティーを実感し、生存本能に良い刺激を与
えることができます。
⑤ 何と言っても、塾生の学校テスト・兵庫県公立高校入試問題に合わせた質の高いオリジナル
教材！！の詰まった“宝箱”これこそが一番のバリューです。
タブレット（iPad や nexus）は、当面、世界のメジャースタイルになるでしょう。その item
を自由自在に有効活用できる力を鍛えておくことは、人生の財産になることも確信致しました。
目指すところが明確になり、益々モチベーション UP して帰って参りました。
更なる進化にご期待下さい。

事務長 神吉よりの報告
① タブレット教育の動向と ICT 化の動きについて
タブレット活用の現状を再確認してきました。行政の流れとして、タブレット導入は決定事
項であり、試験的な導入は既に始まっています。電子教科書が完全導入される目安が 2020
年頃とあり、まだまだ 1 人 1 台タブレットを持つ時代は先であると感じました。
タブレット端末は、現在急速に普及してきつつあります。おそらく、学校での導入よりも各
家庭で使用する方が早く浸透しており、使用方法も生徒の方がよく知っていることになるので
はないでしょうか。
塾では既に 1 人 1 台タブレット端末を使用して学習する型が身についています。知りたい情
報がすぐに検索できるメリットは、学習能率を上げている１つの要因であると感じます。反面、
ネット内には偽情報も氾濫しており、正しいかどうかの判断は個人にゆだねられているのが現
状です。
タブレットを使いこなす為には、検索能力や判断力を鍛えることがとても重要になってきま
す。授業で使用する教材では、検索するためのキーワードから検索能力を培ってもらいたいと
思います。また、優良なサイトも紹介していきますので学習にも役立ててもらいたいです。

② タブレット活用の 教育アプリ について
教育アプリは、アップルストアやグーグルストア等から配信されています。簡単なゲームも
インターネットで探すとたくさんのアプリが見つかります。逆に多すぎて何が良いかを手探り
する状況です。
学習に対してリアルな体験がモチベーションを維持するために必要だと改めて実感しまし
た。「いつでもできる」では学力はあまり伸びないようです。

いくせい流オリジナル教材 ＆ 学習環境の活かし方
◎いくせい塾では毎回の確認テストに加え、達成テストを基本の柱としています
◎達成テストの日程より逆算して、合格できるように準備するカリキュラムを組んでいます
◎1 回 1 回の授業で理解してもらえるように現場と協力して進めていきます
◎オリジナル教材は、学校テストに直結した問題を厳選しています
◎達成テストは日程が決まっていますので、テスト日に受験して下さい
◎欠席の場合は再テスト日にお願いします
◎確実にマスターすれば学校順位が上がることを保証します

オリジナル教材へのこだわり
市販の教材は加古川地区（川より西）の地区に合わせて作っていない。いくせい塾を選択
した塾生のためにフィットしているとは言えない。いくせい塾を選んだ人のために役立つ教
材を、毎週、怠ることなく作り続けています

真歩先生、アメリカ留学近況報告
武庫川女子大学のアメリカ分校、ワシントン州のスポケーン市

MFWI（ムコガワ・フォート･ライト・

インスティチュート）に留学中の真歩先生よりメールが届きました。

皆さん、お元気ですか？わたしは、元気にしています。
こっちに来てからは、日本にいるときよりも宿題やしなくてはならないことが多く、
留学は楽しいことだけではないんだなと実感しています。
授業は日本とは違って少人数制でひとクラス、10 人ぐらいで、レベル別にクラス編成されていて
とてもやりやすいです。
また、授業中はもちろん教室や図書館に入ったら EO（English Only）なので日本よりも
英語に触れる時間がたくさん増えました。
今はまだ授業についていくのに必死ですが、きっと楽しくなると思うので、しっかり勉強
していきたいと思います。
休日はフェスティバルがあったりショッピングに出かけたり、充実しています。
アメリカ人は週末を大事にします。

筑波大学留学生との交流

in Ikusei or Tsukuba Univ.

育誠学館が出来ましてから、コスモス先生（ナイジェリア）、ソム先生（タイ）と、将来大学教授を
目指す優秀な留学生をいくせい塾に招くことができました。年に１回（可能ならば２回）御招待して、
塾生の皆さんや保護者の皆さんと交流の機会を提供していきたいと考えております。
毎年１回筑波大学に出向いて、直接留学生の皆さんと会話をして、いくせい塾で授業をしていただくの
にふさわしい方を探して交渉しております。

（オーナー永井）

