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夏期保護者説明会のお知らせ
7／19(土) or 20（日）10:00～11:40〔育誠学館 1F〕
・システム＆夏期講習説明 ・育誠が成果を上げている指導法
・教材紹介と活用法
・成績が飛躍的に伸びた症例報告
・夏期講習で成果を上げる保護者のサポートとは？

対策授業日程は
HP に掲載します
・対策授業期間中は、通常授業は特別授業になります
・変則日程のため、時間割をご確認下さい
・自習室の基礎日以外利用は、前日までの予約で OK！

高等部

筑波大学生と Debate 第 1 土曜日実施中！
社会性の養成 塾スタッフのサポートでﾎﾟｲﾝﾄ進呈

中学部

学館理社国予習授業の方向性
学校テスト調べを有利にするための効率的学習

小学部

・大好評！Emmanuel 先生の実践英会話 毎週火曜日
・一九一九＆岩波ﾒｿｯﾄﾞ ゴースト暗算で楽しく計算！

Emmanuel 先生来塾延期

６月号
Jun.

塾の 1 授業（1 自習）にどのくらいのスタッフがどのく
らいの時間と思いをかけていると考えられますか？
オーナーの経歴はよくご存知だと思います。事務長
の里恵先生は小学校 5 年生から塾生→大学生スタッフ
→専任スタッフの現在に至ります。聡明で特に IT 力に
長けています。わたしは塾の卒業生ではありませんが、
創塾 4 年目からお世話になっています。オーナーと中
学・高校が一緒でした。この 3 人の長い付き合いは不
思議ですね。タイプも全く違いますが、3 人三様にいく
せい塾が恋人？のような存在なのかもしれません。
1 年前よりドロップボックスという、データを共有し双
方向から入力できるシステムを構築しています。大輝
先生が大きな力を貸してくれました。いつ・どこからでも
塾の情報を見て入力することができます。暇さえあれ
ば…3 人三様に塾のことを考えている気がします。教材
修正や授業準備等、思いついたらすぐに入力できま
す。スライド教材作成・生徒＆スタッフ連絡・教養 BD 選
択…どうすれば解りやすいか・見やすいか・印象に残り
やすいか・誰がどの BD を見たら役立つか・誰にどんな
声をかけようか…、おそらく想像を絶するくらいの時間
をかけていると思います。それは決して押しつけがまし
く伝えている訳でなく、3 人三様に、やりたいからやって
いるのでしょうが、ものすごく知恵の詰まった 1 授業
（1 教室）をもっとよく噛みしめながら味わって頂ける努
力が必要だと感じている今日この頃です。 (館長)

夏休み企画へ

GW の来塾は、留学手続きの事務上の問題のため、延期依頼
がありました。塾生＆スタッフともに状況を理解して、夏の
イベントを楽しみにしています…………………………………

※詳細等、是非 HP“育誠学館”で検索して下さい！

期末テスト対策
6/16 (月)
17 (火)～19 (木)
17 (火)～
17 (火)～24 (火)

過去問模試
数英基礎確認
BD 解説授業
塾自習室 Open

坪田通雄先生のコメント

『二次方程式』 6/28
『連立方程式』 6/7
『文字式』
7/12
『不定詞②』 8/16
『接続詞』
8/9
『命令文』
8/23

神戸市外国語大学イスパニア科

３M
２M
１M
３E
２E
１E

中間テストが終わりました。一年
生にとっては初めての定期テスト
だったと思いますが、
いかがでした
か？さて、テスト勉強といえば（僕
は何度も何度も言っているのです
が）やってほしくないのは一夜漬
け。理由は様々ですが、一つは睡眠
時間を削ることで生活のリズムが
乱れる危険があることです。規則正
しい生活というのは、
頭にとってい
い薬になります。そこで、今日は睡
眠方法をちょっとご紹介。それは、
枕を替えてみること。
寝ている間に
は人は必ず寝返りを打っているの
で、
枕で睡眠の質は大きく変わるの
です。僕が見つけたのは、六角枕と
呼ばれるもので、
人によるかもしれ
ませんが合う人は睡眠がすごく快
適になる、とのことでした。気にな
る方は試し てみては？

達成テスト Sat

11 学
学期
期中
中間
間テ
テス
スト
ト対
対策
策中
中 （（55//2255））

（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！
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社会性の体得

人は人の中（人間社会）でしか生きられない

当たり前と思われる方、そんなことはないと思われる方も一部はいられるかも知れません。
動物的には社会を形成して、社会に貢献して社会から生活の糧を得る遺伝子になっています。社会人とし
て参加のチャンスを与えられるには、そのマナーやルールを体得しなければなりません。階級はあるのかな
いのか？ 理想は無いのですが医者になれば扱いが変わることを考えれば現実的にはあるようです。
さて、社会性を教える第１段階は、最も愛情の深い親の役割になります。脳の発達が未熟な幼少期は、理
屈が理解できないので、叩いたり、大声を出したりしながら体罰で教え込む場面に遭遇させられます。この
段階が他人であれば堂尾でしょうか。怖いだけで愛情がもらえませんので、未来に対して希望が持てずに、
社会の情報を得ることに消極的になりかねません。
第２段階は、説明されて理解していく過程です。有る程度の脳の発達が必要です。個人差があり、中学生
の時期に理性となって自己コントロールができるようになる割合が増えていきます。小学生の時は過去や未
来を現在と平行して意識することができるようになります。幼少期のトラウマがあるときは、現在に集中で
きずに感情が不安定になったりします。現在を中心に、過去の経験を未来に活かすバランスが、無意識にで
きていれば健康な精神状態というのかも知れません。
第３段階は、他力の機会が無くとも、日常生活の現象の中で、社会のルールや自然界の成り立ちを自分で
考えて悟れるようになることです。一部の中学生と多くの高校生の段階で、自己責任と自己管理ができるだ
けの能力が育っています。
われわれ塾スタッフは、第２段階だけでなく、第３段階をサポートすることをミッションとしています。
そのためのシステムとして学力アップ memo や SOAP カウンセリングを充実させています。第１段階は、
私が指導していた初期から中期にかけては成立していましたが、保護者の皆さんの考え方も多様になってき
ましたので、塾ではしない方向をスタッフに指示しております。
（オーナー内科医師 永井）

学館 理社国 予習授業の方向性
① 学校テスト調べが絶対的に有利になる！
定期テスト調べは、どのくらい前から始めると間に合うのでしょうか？
自分の能力レベルをパフォーマンスすることを目標とするならば、日頃から準備をしていれば、中間テス
トは７日間、期末テストは 10 日間で仕上げる中学生がいると思います。
この期間は、範囲の基礎事項を頭に入れ直してから、過去良問を実践的に解いていく期間となります。日
頃、何となく過ごしている学生は、基礎事項を頭に入れるだけで時間が足りなくなってしまいます。実際、
以前は過去問題をやらないまま受験をしている塾生が多かったです。
最近は過去問題を計画的にするようなプログラムを始めましたが、当然、基礎が身に付いていないときは、
悲惨な結果になっています。
テスト調べにおいて、基礎の復習に時間をかけなくて済むことが成功の必要条件です。
普段の予習授業を、更に成果の出るものにしていきます。
理社のプログラムとしては、①メディアを使ったイメージつくりから始めます。NHK 教育番組の１０min
ボックスで頭の準備体操をします。②いくせい塾オリジナルの確認テストをします。これはワークのまとめ
のページを、いくせい塾が１問１答にしたスライドショーです。③その解説ナレーションを聴くことになり

ます。④更に前進して、ワーク問題を始めるきっかけ作りに、比較的簡単なワーク問題を演習します。⑤終
了後に BD で解説します。分量としましては十分な予習となります。
当然ながら、学校テスト調べを有利にするには、他者よりも早めに準備をしていなければなりません。
予習授業で何となく解ったより、予習授業で大体理解できたレベルにすべきでしょう。そのためには、塾
の自習日に、ワークまとめのページの解説 BD を使って色分け線引きや、１問１答のページまでは済ませて
おくことが必要になります。
楽して結果が出る塾はあるでしょうか。やるべきことをしなければ記憶に残りませんので、結果としての
成績も伸びるはずがありません。理社国を受講する塾生に対して、必ず結果が出るシステムや教材を提供す
るのが我々のミッションとなります。学館理社国予習授業が、学校テストや授業の理解に役に立ち、合理的・
効率的に知識の整理と確認ができるという有益なコンセンサスを作ることが必要です。

② 徹底した効率化が集中力を生む。
２時間半の授業は、分単位でリズミカルに進行して、生徒が努力に見合う結果を生み出します。講義は集
中力を鍛える訓練の場と位置付けます。学生スタッフはタイムキーパーとなり、メディア機器をスムーズに
操作して、教材の配布と回収をします。成績管理をしながら、自習日の課題を塾生と確認し、併せて専任ス
タッフに連絡しておきます。見つけた課題の復習を、的確に見守りアドバイスをしてくれる安心の雰囲気を
塾で作り上げることが課題です。中１・２はこのシステムを今月より進めていきます。

③ 目標は予習の意味と習慣を付けること
私事で失礼します。私自身は中学生のとき、予習をしませんでした。それでも英語以外はすべて理解でき
ていたからです。高校になると悲惨な状況になりました。内容が難しくなり、当てられたら嫌だなと思う時
間が増えました。神吉中学では余裕でも、加古川東高校では余裕のない程度の能力だったということです。
この経験も踏まえて、兵庫医大では徹底した復習や予習をして、試験に対しては余裕で受けられるようにし
て、いらぬストレスは減らすようにしました。
計画的に割り振ることで結果は生まれやすくなり、ストレスも軽減されます。精神的にも体力的にも過剰
なストレスはトラブルの源泉となります。
（オーナー内科医師 永井）

二者面談

※車でお越しの方は、ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝの関係上 10:30～12:30 とさせて頂きます

気候の良い時期に、ご希望の保護者様を対象に二者面談させて頂けるようになります。
お茶でも飲みながら、‘気軽にお話し’＆‘一緒に勉強’させて頂くスタンスです。
お互いの状況をよく理解し合えていることは、お子様の成績アップにつながります。
［日にち］

3～5／9～10 月

（今年は９月より開始）の火～金曜日

［時間帯］

13:30～15:30

（完全予約制

［内

お一人４０分程度/日）

容］
お子様の学習状況を理解し合うために

塾を充分にご理解して頂くために

・お子様の成績説明
・塾での学習状況説明
・子育て相談

・説明会スライド
・学力アップメモ
・学習理論

高等部

point 制導入！

現役国公立大学合格を目指す！一斉授業の充実と社会性の養成
いくせい塾高等部は、中学部でいくせい流学習法をしっかりと習得して、その方法が自身のやり方に合致
しているタイプの塾生が進級しています。いくせい流テクニックを更に伝えていく努力を検討しています。
現在の大学進学受験指導においては、東進などの予備校から得る情報は大きいものであると認めます。

いくせいを学習の拠り所と捉えている同志に、如何に貢献するのか？
好きなだけ自習室利用をしてもらい、月謝をいかに安くするかを考えました。
昔、ジュニアリーダーと言われる高校生が、リクレーションなど小学生の指導をしていました。地域の先
輩が、地域の後輩たちに関わり、縦のつながりを感じていた時代です。
現在風・いくせい流にアレンジを考えてみました。下記のように、サポートをポイント制にしてみました。
もちろん、小学生など後輩の保護者の“眼”を意識しております。関わるのに見合った人格・実力のある
高校生に依頼を致します。また、高校生は任意ですので、頼まれても拒むことができます。
高校生の中で、例えば、東進の夏季講習にも行きたいが、いくせいの自習空間がペース作りに役立ってい
る。親にはこれ以上お金を出してもらうようには言えない。このようなケースなら、自分でポイントを稼ぐ
選択肢を選んでもらいたいと思います。そのことを通して、責任感や必要とされる喜びという社会性の必要
性を学んでもらえると思います。数年後、塾の大学生スタッフになってもらえれば幸いです。
私自身、兵庫医科大学で夕方まで勉強した後に、帰宅後、塾の指導をしていました。しんどいのは当然で
すが、生徒の手前上、頑張らざるを得ない気持ちでした。その気持ちが自身の学習のモチベーションとなり
相乗効果を生んでいました。
自習空間や国際交流の実践の場としてだけでなく、いくせいができる大学受験指導を下記に示します。
かっちり丁寧にすることで、高３までに基本的な骨格は仕上がるようにしております。

第１土曜日の一斉授業

タイムスケジュール

※出題範囲は、年間予定に記載

時間

内容

19:00～

テスト調べ

19:15～

古文単語

古文単語 565 50 問より 10 問出題

19:20～

Target

Target1900 100 問より 25 問出題

19:30～

Forest

Forest

19:50～

英会話

筑波大学留学生と Skype 英語で debate

20:30～

センター数学

３年分の過去問題を 1 回に１題解説

21:00～

センター英語

２年分の過去問題を 1 回に１題解説

社会性養成ポイント
内容
小旅行
ゲスト接待
高校紹介
小学算数指導

詳細

30 問より 10 問出題

塾スタッフのサポート参加
詳細

point

電車の旅など、塾生の引率に同行します（交通費・昼食は塾負担） 800/day
外国人や活躍社会人のゲストに対し、案内や会食をともにします

800/day

塾後輩に対して、自身の高校紹介や受験アドバイスをします

600/h-

長期休み等、小学生に算数の個別指導をします

500/h-

Shimizu 館長の 現場の声
連日のご送迎、本当にご苦労様です。最近塾前のスクールゾーンにおきまして、警察の取り締まりが
頻回に行われています。13:00～16:00 のご送迎にはくれぐれもご注意ください！

中３

受験意識

志望校が明確になり、徐々に受験意識が高まっています。部活もいよいよ集大成の時期に近づいてい
ることと思います。
「部活が終わったら頑張ろう！」と思っている人はいませんか？

3 年生になると 2

年生以上に学習内容の難化と増加も感じていることと思います。また、内申点確保のために実技科目も
重要になります。そんな中で、部活引退後からスタートして間に合うでしょうか？「今できることは今
する！」この姿勢こそが結果を変えます。部活で忙しい時・大会で充実してる時ほど集中力も高まるも
のです。隙間時間を見つけた日頃の学習習慣こそ意味をなす時期と考えています。

中２

中間テスト途中結果より

全体的によく頑張った学年だと思います。対策授業か自習の選択もできるだけ生徒の皆さんの意見を
尊重させて頂きました。その選択はいかがでしたでしょうか？少し成績が上がると「もう自分ででき
る！」という過信より、自己流の学習方法に戻ってしまうケースがあります。「どうしても上げたい！」
と思っている時は、
“藁をもすがる思い”でアドバイスの吸収率が高いです。テスト明け面談では、答案・
教材・現在のライフスタイル・未来の夢と向き合いながら、どのやり方が自分に合っているのかを一緒
に考えて参ります。カウンセリングでは、高校進学になればレベルにより新たな友達ができること、仕
事になれば世代を超えたコミュニケーションが始まること。現在の環境が数年も続かない時間の流れに
生きている事をイメージしたり、気づく機会のサポートができるカウンセリング力 UP に奮闘中です。

中１

中間テスト結果より

初めての中間テスト対策はいかがでしたか？フルに参加した人もあればそうでない人もありました。
参加した人とそうでない人の結果もご参考に、今後の活用を考えて頂きたいと思います。対策の甲斐
あって 90 点以上を多くの生徒が体験できましたが、現実はそんなに甘くありません。期末テストに向
けては、今回悔しい・残念な思いをした人の方が有利かもしれません。数学は、
「文字式」という高校受
験に最も基礎となる重要かつ難しい単元になります。基本的な解き方の十分な理解と体が自然に動くく
らいのトレーニングの積み重ねが必要です。今回の結果にあぐらをかくことなく共に明るい未来に向か
いたいと思います。そのためには、自己責任の概念・中間テスト疲れを回復する休養の価値も授業で伝
えて参ります。

小学部
月曜日

6 年生〔算数・国語先取り一斉授業〕 算数ワークは、家庭学習＋塾個別学習日に 1 回目を終

了させ、授業日には 2 回目をする生徒が出てきました。これがいくせい塾の目指す姿です。中学・高校で通
用する繰り返し学習のやり方を徐々に伝えているところです。まだ家庭学習の習慣が不十分な人は、今から
スタートされることがお勧めです。

木曜日 無学年自習〔算国英〕 学年内容の理解だけに満足せず、算数の先取り学習を勧めています。
たとえば、4 年生でも 6 年生の算数・6 年生でも中学数学ができるようになったり、中学英語が読めるよ
うになったり…と高校・大学受験生の状況を知っているスタッフが対応しているメリットをより活用して頂
けるように声をかけて参ります。

Kanki 事務長の 新作教材
中 1 数学

『文字式』授業ノート

期末テスト範囲に入る『文字式』の単元は、数学で使用する文字の概念やルールを押さえる単元です。
例年、数学の平均点は『文字式』で大きく下がっています。文章題で普通に計算していたことを、数学
の言葉である数式に書き直す。数学のルールを考える。文字の扱い方を学ぶ単元で、概念の解説が非常
に難しいことがわかります。
文字で表された式を計算する事は、練習すればできるようになってきます。しかし、なぜそのように
計算するかと問われた場合、答えられない…といったように、概念の理解は非常に難しいと感じました。
どのようにポイントをまとめれば、問題の解法を考えられるか。試行錯誤し、新たな要点へと変化し
ました。2 月より先取りで『文字式Ｃ』の授業ノートを作成した 1 年生の皆さんも、今回新たに改定し
た『文字式』の授業ノートで改めて考え方を学んでもらいたいと思います。
どのように改定されたか、見比べてもらうと、より変化が分かります。

中 1 数学

『資料の整理』

新指導要領に変更されてのち、新しく出題範囲になった単元です。マーケティング調査等で使用され
る数値の整理の仕方を学び、必要な情報をまとめるために必要な内容です。
今までに問題例が少なかったため、どのようにすれば理解しやすくなるかを考えながら作成していき
ました。私自身、問題を解くことはできても、深くこの単元を理解していなかった事が浮き彫りになっ
てきました。インターネット等でも調べて授業ノートを作成していきました。
授業後にも課題は見つかると考えていますが、より分かりやすくできるようにと試行錯誤しています。
確認テストにおいては、今まで以上に色と書体の変化で解説を見て必要な内容を明確に分かるように
していきました。昨年度に作成した内容より、分かりやすく進化させていくこと。自身の知識を十分に
整理しながら要点をまとめることを確認させられた教材でもあります。

１学期中間テスト対策

参加者の結果速報

テスト対策参加人数と、返却されてきたテストの点数平均を比較しています。
対策授業は平均点以下の塾生を義務参加とし、1 週間前から実施しました。
内容は、過去良問より出題頻度の高い問題を抜粋・解説しています。
TOP3

学年科目

担当講師

参加人数

前回の平均点

今回の平均点

上昇率

１

2 年理科

坪田

6

54

78

24％↑

２

3 年理科

津山

4

31

54

23％↑

３

3 年数学

津山

4

48

61

13％↑

４

1 年英語

小松原

8

－

88.6

－

５

1 年理科

館長

10

－

85.4

－

筑波大留学生による Skype 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ授業
５/1０

高等部対象
次回 6/14 (土)

シルビア先生〔筑波大〕

今回は自分の名前の由来について、英語で紹介し
ました。
説明するのが難しく、非常に生徒たちも苦労した

20:00～21:00

ようですが、いい練習になりました。

シルビア先生

５/３１ 山田慎太郎先生〔神戸外大 3 回生〕

中学 Advance 対象
次回 6/28 (土)

今回は、コスモス先生が臨時でニュージランドのカン
ファレンスのため、神戸市外大卒でアメリカ留学をし
ていた日本人にしていただきました。
同じ日本人でありながら海外留学していた慎太郎先

20:00～21:00

生と楽しく行いました。

コスモス先生

クイズもあり「次もしてほしい！」と意見が出るほど
でした。

５/13, 20, 27

小学 Advance 対象

エマニエル先生〔筑波大〕

オリジナルテキストで、一般動詞現在・過去・未来
の使い分けや進行形まで学んでいます。

毎週火曜日

結構難しいですが、授業の最後では、随分上達してい

17::00～18:00
エマニエル先生

る自分に気付ける体験が自信の創造となり、学習意欲
向上に繋がっています。
中学生になれば、今以上に「やっててよかった！」を
実感するでしょう。

新着 BD 情報！
番号

タイトル
東京公演

T12-4

マイ・フェア・レディー
クレージー・ハート

※視聴されたい方は、貸し出すことが可能です（期限１週間）
内容
2011．青山真治監督 三浦春馬 榮倉
奈々
1967．アメリカ オードリー・ヘプバ
ーン
2009．アメリカ ジェフ・ブリッジス

番組

時間
120

プレミアムシネマ

175
113

細胞のミラクルワールドへ

U07-3

あなたを創る！

細胞のスーパーパワー

あなたを変身させる！

細胞が出す魔法の薬

あなたを守る！

細胞が老いと戦う

動物はどこまで賢いのか？

NHK スペシャル

50

地球ドラマチック

45

バーチャル宇宙ツアー

大冒険！天の川銀河

コズミックフロント

60

星

誕生から死まで

地球ドラマチック

45

宇宙の神秘

空はなぜ青く夕焼けはなぜ赤い？

ウォルター・ルーウイン

MIT 白熱教室

55

