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中学受験コース　学習の手引き



①私立、国立（教育大系など）中学校への合格を目指す！

公立中学校は、５段階評価で１～５までの方が存在する、地元を中心としたコミュニティであるのに対して、私立、国立中学校に集まら

れる方は、「同程度の学力の生徒」が集まり、学校ごとの特色を持って、指導されている場合が多いこと。公立中学校よりも授業時間や

フォローの時間が長いなどの特徴があげられます。

・特待生などによる学費免除の制度がある

・推薦など、合格１００％の受験がある

・英検や漢字検定などの資格取得による恩恵を受けられる学校がある

・エスカレーター式と呼ばれる、大学付属の学校がある

・進学校として、高校２年生までに高校３年生内容の学習を終え、国公立大学受験対策をしてくれる学校がある

など、様々な特色を生かして、学園生活を送りたいと希望され中学受験を志されます。

そんな中学受験は、大手塾ですと、

「成績上位生を中心とした合格実績重視の指導である（質問が長蛇の列であったり、レベルの低い生徒の質問受けには対応しない、そ

もそも中学受験の質問に対応できる講師が質問室にいない）」などの問題が多く見受けられます。学志館は１学年、多くても２０名程度。

塾長の村山と、校長の宮城（村山ですが、旧姓：宮城で指導しております）が中心となって質問対応や無料のフォローを行っております。

各都道府県Ｎｏ，１の学校ですと、大阪の男子校Ｎｏ，１である大阪星光、女子Ｎｏ，１である四天王寺、京都のＮｏ，１男子校である洛星

などの合格を始め、２０２０年には「西の灘、東の開成」と言われる開成中学校への合格、偏差値６０～６５程度の高槻中学校や清風の

最上位クラス、明星の特進コースへの合格と共に、関関同立の合格は当たり前の状態となりました。是非、枚方市駅や丹波橋まで通わ

れている中学受験生を打ち負かすべく、樟葉の学志館で頑張ってみられませんか。講師一同、精いっぱい指導させていただきます。

②公立中学校へ進学し、高校受験で公立のトップ校合格や、高校から

は難関私立で鍛え上げてもらい国公立大学合格を目指す！

公立のトップ大手前高校の偏差値は６８程度（上位３％程度」）、四條畷高校が６５程度（上位６％程度）となります。中学受験で偏差値６

０程度があれば、（公立中学校へ進学される方を対象とした模試では、偏差値が５～１０ポイント高くなりますので）およそ６５～７０程度

の偏差値レベルだと言えます。

・中学受験で学ぶ算数は特殊？

いいえ、そんなことはありません。大手塾でも、最上位クラスは方程式を学んでいるなど、「中学受験の学びは、最も効率的な方法で解

く」ことが求められます。大学生でも解けないような問題を小学生が解くのです。線分図や面積図、特殊な天秤算を使いこなしたり、もち

ろん、方程式も指導し、使いこなせるようにしていきます。

中学生で学習する平方根（√）や、関数こそあまり出ませんが、それ以外のほとんどの単元は中学受験の学習で学んでしまいます。中学

受験で難関私立（洛南や洛星、大阪星光や四天王寺など）に進学した方は、そうした利点を生かして高校２年生までに高３内容を学習

し、最後の１年は大学受験対策を行うことで浪人生に引けを取らない学習量をこなし現役で国公立大学へ合格していきます。そんな生

徒さんたちに、高校からの合格組は混じって入っていったり、同じく大学受験を志すのです。中学受験レベルの学習は、トップ校を目指

す生徒さんからすると「やって当たり前の学習」もしくは「やっていた方が圧倒的に有利」であり、公立小学校の内容しかやっていないよ

うでは、（0％とは言いませんが）非常に後々苦戦する戦いに身を置いていると言えます。

？？でも、公立中学校から公立トップ校へ進学し、国公立の大学へ進学する方もいますよね。

はい。もちろん、中学受験の学習をされずに、中学校から頑張られて公立トップ校に合格される方もいらっしゃいます。しかし、大手前高校です

と偏差値６８＝安全な受験を考えるのであれば偏差値７２程度は欲しいところです。偏差値７０で上位２％、偏差値７２ですと１％で１００名いて

唯一の１名になるレベルの賢さです。そんなレベルが、小学校の間に鍛えることなく、中学校の３年間だけで成し遂げられるとしたら、正に、そ

のお子様は、もともと賢い秀才ではないでしょうか。そんな秀才を目指して、中学受験しないのだけれど、算数と国語だけ中学受験コースで頑

張る！という生徒さんや、野球やサッカー、ピアノなどの習い事をさせたいので、将来を見据えて算数（国語）だけ中学受験コースで鍛え上げ

ておきたいとお考えの方が、毎年数名、学志館の門をたたかれます。（そんなに上位は目指していないし、小学生の間はゆっくりでいいとお考

えの場合は、学志館の公立中学進学：ジュニアコースなどにご参加ください。普通科の公開模試で偏差値６０以上の生徒様には、公立小学校

の進度に合わせながらも、中学受験の初級程度までの問題は挑戦させてまいります＝こうしたことも、中学受験専門の講師を要する学志館だ

からこそできます）

中学受験しないけれども中学受験コースで学んでおられた方の最高偏差値合格校は、洛南高校の最上位クラス（併願で）偏差値７０以上です。



学年 教科 テキスト名 直接書き込み ノートにする 解答を持っている 解答を持っていない
新演習 ○ ○

計算日記 ○ △ 最初数か月塾預かり
新演習 ○ ○

漢字日記 ○ ○
理科 新演習 ○ ○
社会 新演習 ○ ○

新演習 ○ ○
計算日記 ○ 〇
新演習 ○ ○

漢字日記 ○ ○
新演習 ○ ○

新演習実力アップ ○ ○（時期を見て配布）
新演習 ○ ○

新演習室力アップ ○ 〇（時期を見て配布）
新演習 〇 ○

計算日記 ○ 〇 ※担当の判断
新演習 〇 ○

漢字日記 〇 ○
新演習 〇 ○

新演習実力アップ ○ 〇（時期を見て配布）
新演習 〇 ○

新演習実力アップ ○ 〇（時期を見て配布）
※小６生は夏期講習で「総まとめ」、9月から「志望校別過去問題」となり、各人の志望校合格へ向け学習を進めてまいります。

■ノートにする+解答を持っているタイプのテキスト

中学受験コース　学習方法

小４

算数

国語

小５

算数

国語

理科

社会

小６
（７月まで）

算数

国語

理科

社会

翌週のチェックテストの準備のためには、必ず解答を持っていただき、何度も繰り返し学習や、解答を見ながらやり直しをしてい

ただく学習法をマスターしていただく必要があります。仮に、解答をお預かりすれば、宿題はしたが、○付けもせず、１週間後の

授業の中で○付けをするまで、全く勉強をしていないことになります。受験コースで、この学習法では、「勉強ができない子の勉

強法」と言われても仕方がないと思われます。「教わる（解説）」→「教わった通りにできるか一度やってみる（再現）」→「○付けを

してできたかできていないかを確認する」→「できるようになるまで何度も繰り返しトレーニングする」→「月例テスト前に集中的に

学習」という学志館で進めている５ステップ学習法をマスターして下さい。頑張って２回３回と同じ問題を解き（時間的な余裕がな

い場合は間違った問題だけでも）、すらすら解けるようにしましょう。

★★丸付けは、極力、保護者の方がしてあげてください★★

保護者の方が、教えられる問題の場合は、教えていただいて構いません（できなかった問題番号に／印をつけるなど、「できる

問題」「できない問題」が判別できるようにすることをお勧めいたします）。塾で質問できるまで待つより、その場で解決した方が、

時間的なロスが少なくてすみます。しかし、「塾とやり方が違う」やご家庭で喧々諤々の状態になるのであれば、是非塾で聞いて

おいでと言ってあげてください。丸付けの際「答えが見えてしまう」という事は、悪気がなくても答えを覚えてしまう可能性につなが

ります。特に国語などでは、答えが見えてしまいますと、「どうして、その答えなのか？」以前に、「答えがそうなんだから、それし

かない」→丸覚えする→実力がつかないとなる場合が多いようです。丸付けだけは、受験コースの親子共同作業だと思って

、保護者の方が頑張っていただけますと助かります（授業の際には解答をお子様管理とし＝授業内で、お子様による丸付けを

指示する場合がございます。その後自宅に帰ってきたら回収し、保護者様管理のもと宿題の丸付けを行ってください）。よろしく

お願いいたします。無理な場合は、お子様に解答の管理をさせてください。塾側で、答えだけ書き込んで終わりという安易な答え

合わせとならないよう指導してまいります。

★★小学６年生は、担当者の指示により直接書き込みＯＫとなります★★

入試直前期に問題になるのが「効率化」です。入試まで時間がない中で、どの問題が「うちの子が解けない問題なのか？」が知

りたくて、１分１秒が惜しいという状態に皆さんなります。

そんな中、ノートに学習していると、テキストが常に真っ白けです。

「もう一度学習するために」と後生大事に残しておいても、「間違った問題のやり直しと、その理解」だけで時間が全く足りない状

態が普通です。できている問題をもう一度やり直すのは（確かに、「一度合っていた問題が間違うようになっていたらどうするん

だ」と不安になる気持ちもわかりますが）明らかに時間の無駄です。まずは、書き込み式で１回ちゃんと仕上げましょう。解答をう

つすなどの行動が見られれば、それこそ、もう一度学習する準備を塾でしてまいります。また、すらっとやりあげ点数もいいので

あれば、同じ問題ではなく、更にハイレベルな問題（実力アップ問題集）をご用意しております。

■テキストへの直接書き込みへの利点

・指導担当者、保護者、本人を含め「やったか、やっていないか」がはっきりとわかる。（ノートにしていると、数週間もすると、どこ

ができていて、どこができていなかったのかが分からなくなります）

・「（宿題をやった）ノート忘れました」は翌日以降さらにチェックすることが困難ですが、テキスト書き込みならいつ、誰が見ても

やったかやっていないかがわかる。



■塾で解答をお預かりする場合

やったかやっていないかがわかる。

問題点

・解答を見て書き込んだら、できていなくてもできたことになる。

①正しい学習ができるように、ご家庭でも、塾でも指導し、上記のような「答えを書き込んで終わり」という学習が何の意味もないことを

本人にわからせるようにいたします。最終的には「チェックテストや月例テストの結果が全て」となります。正直、小５までのノートにして

いただく学習法であっても、「解答を持っている」限り、うつすことは可能となります。学びを結果に変えることができているかは、テスト

で調べます。そしてテストで調べればすぐにわかります。テストが４０点で、宿題としてうめたテキストが全て丸ならば、「（宿題）やれて

ないやん」となります。それでもお子様は「やったんやって」と言う場合があります。ただ形だけうめたことをはっきりとさせ、そうした学習

姿勢とならないよう、そこで教育してまいります。学習のスタートは「できない問題」と「できている問題」を正確に仕分ける事です。

そして、できていない問題をできるようにすれば、必ず学力は上がります。

そのために、まずは、本当にやったのか？をはっきりとさせましょう。そこに嘘がないお子様の行動と、間違った行動を子供がとってい

たら「（今の段階では）間違っていてもいいのです」。間違いから学び、それを克服して、「できるようにする」事を重視いたします。

②間違った問題の答えを「ピンクもしくはオレンジ」のペンで書きこませます。

赤下敷きをかぶせると見えなくなり、もう一度、この間違った問題をできるようにする指導を徹底させます。

お子様を見ていて思うのは「解答を見て何て書いてあった？どこがわからない？」と聞くと、大多数の生徒さんが「答えを見ていないか

らわからない」と言います。どう解くのかの解説や、正しい答えがそうだとしたら、どこからそれはわかるのか？という学習をしていませ

ん。わからなければすぐに先生に聞くか、質問できる先生がいなければ「わからんからできない」と言い出す子供になります。学習の

基本②は正しい○付けができるようになったら、次は解答からやり直しができないか？と効率よく学習を先に進める勉強法をマスター

することです。その上で、わからない所を質問できる子に育ててまいります。（これをすることで、テキスト自体がまとめノートの役割を

果たします。間違った問題をノートにまとめ直すなどの無駄な時間が軽減されます）

※覚えればいいだけの問題は特に、早く解答による答え合わせをして覚えこみをした方が効率的です。

※書き込むことで、一度はその解き方や解答を覚える努力をしたことになります。

※偏差値６５以上の成績上位生は、「解答のここの意味が分からないんです」と質問してきます。間違っても「どこがわからん？」と聞

いてきた先生に、「全部」というようなことは言いません。どこまではわかるのか？どこはわからないのか？それを考えましょう。そして

それを隠して嘘をつくような子供に育てないよう、次の手をうちます。

③パーフェクトテストで、再テストが可能です。

講習会や、授業外で受けることのできるパーフェクトテストをご用意しております。

答えをうつしたり、形だけの「（宿題を１回）やった！」という状態だとチェックテストが不合格になります。再テストを含め、合格するまで

追っかけて、させてまいります。パーフェクトテストが８０点以上の生徒さんは過去全員が、最低でも偏差値５５～６０弱あります。それ

は、学志館で学習した標準的な問題をできるようにするだけで偏差値６０前後にはたどり着けるという事です。

④希望者には更に塾で用意したテキストを使用し、「答えを書き込んだだけでできたことにした単元＝チェックテスト不合格」の問題を

塾で学習していただくことが可能です。マイナス２問特訓と言われる無料講座となります。

⑤これでもダメなら、希望者には、テキストのコピーを１冊５５０円（税込み）で販売いたしております。

こちらは、書き込まずに使用することで何度でもやり直しが可能となります。

ご購入をご検討ください。

「安易な○付けができない」「本当にできるまで、テキストが完成しない」「わからない問題を、答え合わせして終わりとできず、先

生に聞かなければ終わらない」など、一歩踏み込んだ学力の養成をめざし、解答のないテキストから宿題を出しています。

★★先生に質問した問題には／印をつけます★★

「計算日記（小４の前期）」と小５以上の「理科実力アップ」「社会新実力アップ」が対象となります。多くの生徒さんが「宿題を仕

上げる」形だけのために先生に質問します。しかし学習の本質はできない問題をできるようにすることです。最初に先生に聞い

てしまうと、実は自力でできない問題かもしれないのに、○がついてしまい本人・保護者共に判断がつかなくなります。質問した

場合は問題番号に／印をつけますので、その問題を自力で解けるように頑張りましょう。

※保護者の方のご希望と「管理を保護者様が行っていただく事」を条件に、上記テキストの解答をお渡ししております。

塾が休みの間も自宅学習で学習を進めておきたい。

チェックテスト・月例テストでの高得点を目指して、家庭で学習を行いたい場合などは、解答の管理は保護者様がお願いいたし

ます。

【解答をお渡しした場合のルール】

★採点を、保護者の方がお願いいたします。

★その際、「教えた問題」「教えて○になった問題」に／印をつけておいてください。

上記が行われていない場合、こちらで丸付けは致しますが、「保護者の方が教えて〇になった」のか「自力で解けた」のかを塾

側では把握できかねます。科目担当者の指導にも影響してまいります。よろしくお願い申し上げます。



【追加学習・宿題】

上記テキストでの学習が基本となりますが、生徒さんの得手不得手の科目によって、個人別の宿題追加が必要となる場合がご

ざいます。特に国語に関しましては、上記課題をこなした上でも成績が伸び悩む場合は、「解答を持っていない文章題テキスト」

を持っていただき、塾側で採点をする必要などが出てくるものと思われます。「解答を持っている」場合は、何度も繰り返し学習し

テストに備えるトレーニングを行います。「解答を持っていない」場合は、本当の意味で、できるまで自力で解かせたり、考えさせ

たりするトレーニングとして、塾では分けて考えておりますが、国語に関しましては通常授業テキストだけでは「解答のない文章

題のテキスト」がないため、問題量が不足し、さらに突っ込んだトレーニングを必要とする生徒さんが出る場合もございます。

まずは、「決められた範囲」からの学習でしっかりと点数を取るトレーニングをし、その上で、必要に応じて追加の宿題テキストを

増やしてまいります（志望校により個人差が発生いたします）。

ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

授業外の講座、テキストが必要な場合は下記となります（年度によって変更の場合がございます。詳細はお問い合わせくださ

い）

※小５のGW前後で、チェック３０算数の購入（昇級式で、最上位レベルに到達すると全４冊）

※希望者のみ：小５の前半（４月ごろ）から、偏差値６５以上を目指す日曜特訓（有料）＝参加には算数偏差値５５以上必要。

※希望者のみ：小６の２月から日曜駸々堂特訓（有料）スタート予定。

※小６のGW前後で、コンプリーションの購入（８８００問暗記で使用。算国理社）

※小６の９月から過去問題代が必要（２校分／週の予定）

※小６生１月の冬期講習終了後から、学校を休んで塾で自習できる環境の整備＝無料（月曜日は休校日）

★実力アップテキスト採点後返却につきましては、全員同日返却となります。

採点事務→返却と全体での予定で動いておりますので、個人別の対応はできかねます。

返却までに２日（土日を挟む場合は３日：土曜日に預かり火曜日返却のクラス有）頂いております。当日の返却はできかねます

ので、別の科目の学習に励み、準備するようお願い申し上げます。



チェックテスト（確認テスト）

翌週に行われる小テスト（１００点満点）です。合格点は７０点です。

新演習＋計算日記、漢字日記を学習することで、点数が取れるとお考えください（テストという性格上、絶対にではありませんが、

基本チェックテストの合格ライン７０点以上（関関同立レベル）は取れるように考えられております。）

■①翌週までに→②月例テストまでにの順で、やり直し完了に励んでください。

■公開模試を含め、受講科目総合偏差値が６０以上の進学校希望の生徒さんの合格点は８０点以上となります。

■やり直しについて

①授業内でのやり直し→②授業内での時間が足りないため、持ち帰り、宿題としてやり直しを行い再度提出。もしくは、やり直し

完了まで頑張らせたいとの思いから、やり直し未完了の生徒の答案をお預かりして、第５教室（無料の質問可能な自習室）にて

やり直しを完了させるように指示を行います→③まとめの回（月例テストの直前）の授業でもやり直しが完了していない場合は、

解答から答えや解法を自らが書き込み学習、完了したチェックテストを持ち帰らせます。（解答の配布は行いません）

■不合格（７０点未満）の場合

「７０点未満の者は、授業外の時間で第５教室（無料の質問可能な自習室）に来て、今回の宿題を塾でするように」と指示いたし

ます。

・居残り、呼び出しです。（各ご家庭の予定が分かりません。可能な曜日、時間で学習に来てください）

・自分で丸付けややり直しを行う中で、勉強の仕方などのチェック、質問受けを第５教室の担当者が可能な限り頑張り、次の

チェックテストでの合格を目指します。

■チェックテストを受けられなかった場合

１階事務所前の電子レンジあたりにある、個人別ファイル（緑）＝自分の名前が書かれた緑のファイルの中に入っているチェック

テストをとり、第５教室へ入りテストをして第５教室内にある「クラス提出箱（赤箱）」に提出してください。採点後、授業ボックスに

戻ってきて、次回以降の科目授業で担当者から返却されます。

※チェックテスト再発行、再印刷は行いません。（チェックテストは、解答欄を折り曲げたら、何度もやり直しができるようになって

おります９

※弊社の責任によりチェックテストが紛失した場合。

個人ファイル（誤って、別の子が持って行ってしまうなど）、各授業ボックスなど、（あってはいけない事なのですが）チェックテスト

が移動する際に紛失の可能性がございます。捜索等努力を尽くしますが、見つからない場合は新品のチェックテストをお渡しす

ることで、学習可能な状態にすることを優先させます。お許しくださいませ。（月例テストなど、他のテスト、プリントなども同様の

対応となります）

※小６生は土曜無料特訓（１４：００～１８：００）でチェックテストを行う場合がございます。

■退塾の際の確認テストの取り扱いについて

退塾の際、確認テストにつきましては、基本、お渡しいたしません。

お支払いいただいております授業料の回までのチェックテストはお渡しいたしますが下記の件にご注意ください。

・確認テストは、弊社の授業を受講いただき、その学習の習熟度をはかるために行われるテストという性格上、（お支払いいただ

いている）授業までのテスト問題と解答を返却することとなっております。

・問題漏洩につながる可能性があるため、授業でのテストが終了後、お渡しいたします。

第１０回のテストを返却することになった場合、授業としてチェックテストが行われる第１１回の授業終了後以降に返却となります。

・郵送等は行っておりません。お受け取りに来ていただきますよう、お願い申し上げます。

個人別ファイル

提出ボックス→



月例テスト（アタックテスト）について

新演習の単元３回～５回分が１回のテスト範囲となります。詳細は、年間予定表の用紙裏面の「アタックテスト出題範囲」をご覧ください。

学志館ホームページの予定、もしくは生徒さんへの連絡で、月例テストの日程を指定いたします。

■月例テスト（アタックテスト）の時間割

・１０：００～算数（１００点満点）

・１０：５５～国語（１００点満点）

・１１：５０～理科（５０点満点）

・１２：２５～１２：５５社会（５０点満点）

※公開模試＝第２回、６回、１０回アタックテストの時間割は、講習会の案内にあります「公開模試時間割」をご確認ください。

公開模試の場合は、成績処理に伴う登録用紙の記入など、テスト終了後１０分程度お時間をいただきます。ご了承ください。

※終了時間が前後する場合がございます。

※テスト問題は、お持ち帰りいただきますが、テストをしていないいお友達等に見せることがないようにご注意ください。

※定められた月例テストの日にテストを受けた生徒さんは、算数のみ当日結果返却を行います。

■テスト範囲

「アタックテスト範囲表（年間予定表の用紙の裏）」の範囲を、塾のテキストで何度も学習し、月例テストに備えてください。申し訳ございま

せんが、「テキストを全て完璧にやったから９０点以上！」というテストではなく、今までの実力問題も入ってのテストとなるため、駸々堂

模試とほぼ同レベルの難しさだとお考えください。「模試慣れする」「入試問題慣れする」という感覚で、月例テストにのぞんでください。

※小４の月例テストは、特に算数が簡単です。小５、小６へと上がるにつれて、点数が取りづらくなります。

※ベネッセグループのテキストに基づいた、月例テストとなり、日本全国の中学受験を志す生徒さんが多数受けているテストとなります。

関東圏の中学受験生の人数が多く、レベルが高い＝偏差値が低く出るテストだと言えます。

■上記日時での月例テストが受けられない場合

・翌週の火～金（16：00～21：55）、土曜日（13：00～21：55）までで月例テストを受け終わるようにお願いいたします。（月曜休校）

・テスト日よりも前にテストを受けることはできません。（問題漏洩等の可能性があるため）

月例テストを受けない期間が長くなればなるほど、「先に受けた生徒さんが、問題を言ってしまった」など、様々な問題が起こる可能性が

出てまいります。ご家族の予定・都合もあるかと思いますが何卒、１日も早くテストを終わらせるよう、お願い申し上げます。

①個人別ファイル（１階事務所電子レンジ横の緑のファイル）の中に入っている、月例テストをもって第５教室に入ってください。

「月例テストを受けに来ました」と先生に言ってください。

たくさんの生徒さんが来校されており、各教室担当者や事務の者は、一人一人の「月例テストを受けているか？」を記憶しておりません。

ご自身で、テストを受け取り、「テストを始めます」と言っていただかないと、自習室で宿題をやったり、自習したりして月例テストをやって

いないという事が発生いたします。ご注意ください。

②先生に指示された所定の教室、位置でテストを受け、完成したら第５教室にある月例テスト提出ボックス（赤箱）に解答用紙のみ提出

してください。問題は持ち帰ってください。結果は２週間以上後に返却されます。

■問題と結果返却について

定められた月例テストの日の次の次の火曜日から結果返却を開始いたします。（５月１７日の日曜日に月例テストがあったとすると、翌

週の火曜日２６日から返却が開始されます）

・採点されたご自身の解答用紙と解答冊子が返却されます。（算数が月例テスト当日返却されている場合は、ここでの返却はありませ

ん）

・問題は、月例テストの際にお持ち帰りいただいております。

返却時に、やり直しを、チェックテスト同様に行うよう指示しますが、過去の生徒さんの例を見ましても、「月例のやり直し」と「次の月例テ

ストの学習」が満足にできるのは月例テストで７割以上とれている生徒さんに多いようです。それ以下、もしくは両方の勉強ができない場

合は、「次の月例テスト」の勉強を優先させていただいた方が得策かと思われます。テストのやり直しは、２～３回分たまっていたとしても、

季節講習会の時期に復習をすることで、「月例テストの時はできなかったけど、今はできる」というケースや、「講習会では時間が取れる

ので、しっかりとやり直しができる」ケースが目立ちます。まずは「次の月例テストへ向けた勉強！」を最優先でお願いいたします。（全て

の回ではございませんが、日曜日のやり直し会でも、月例テストのやり直しを塾として頑張らせております）

※定められた月例テスト日以降でテストを受けられた場合は、さらに上記よりも後の日程にて、採点が済み次第返却となります。ご了承

ください。

※この時点でも、月例テストを受けていない場合

塾といたしましては、保護者様への本用紙をもっての予定連絡、お子様には月例テスト前、テスト後の「次の土曜日までに月例テストを

受け終わるよう塾に来ること」を告知してまいりますが、ここまででテストを受けていない場合は、テスト用紙＋解答をセットにしてお子様

にお渡しいたします。（成績は、テスト未受験の扱いとなります）



①月例テストの解答は次の次の火曜日から返却

全体テスト日には、１教科目となる算数のみ、その場で採点を行い、受けていただいた日に答案コピーをお持ち帰りいただきます。
また、やむをえぬ理由で返却が遅くなる場合がございます。ご了承ください。

■算国は１００点満点、理社は５０点満点で、合格最低点は６０％です。
■関関同立以上を目指す方は７０％以上、偏差値６５以上の進学校を目指す方は８０％以上の合格を目指し頑張りましょう。
■採点ミス・点数の計算ミスなどがございましたら、お手数をおかけいたしますが、学志館までご連絡を頂けますよう
　 よろしくお願い申し上げます。
■講習会最終日に行われます月例テスト（公開模試）は、外部模試であるため学志館での採点を行いません（算数も
　 含め）。約１か月で偏差値・順位の出る成績表が返却される予定です。

②やり直しをしましょう。
月例テストのやり直しを全て行うことが困難な場合は、志望校に合わせた下記の課題を最優先に頑張りましょう。
①偏差値６５以上の進学校を目指している場合＝全問やり直しを行ってください。
②偏差値６０以上の学校の場合、８０点以上が取れるように、お子様にとって取りやすい問題のやり直しを優先させてください。
③偏差値５５以上の学校の場合、７０点以上が取れるように、お子様にとって取りやすい問題のやり直しを優先させてください。
④偏差値５０以上が目標の場合は、６０点以上が取れるよう、問題を厳選してやり直しを行ってください。

■わからない問題や、疑問点は授業内で科目の担当講師に相談の上、授業内、もしくは第５教室での無料質問会にて教えてもらって
　ください。
■やり直しの提出は必要ありません。次の月例テストへ向けた学習に進んでください。

③月例テストやり直し会がある場合
塾から指定された日時に「月例テストやり直し会」が行われます。
月例テストの後、昼食を食べ、１４：００～１７：３０で行われます。
その日行われた月例テストのやり直しではなく、以前行った月例テスト（１～２回前）のやり直し会となります。
効果的な復習のサイクルとして、数カ月後にやり直しを行う特別講座です。

問題用紙・解答用紙は塾側が準備いたします。
参加いただいた場合は、やり直し会終了時に、やり直しの完了の有無に関わらず、解答をお渡しいたします。
後は、自宅でのやり直しを、解答を見ながら進めて下さい。よろしくお願いいたします。
「月例テストやり直し会」に参加できなかった生徒さんも、次の授業時間から解答の配布を随時開始いたします。

■テスト範囲のテキスト・ノートを忘れずに持って来て下さい。
　 特に上・下巻がございますので、やり直し会の範囲に応じたテキストかどうかご確認下さい。
　 塾には先生用として１冊予備のテキストがございますが、２名以上のテキスト忘れがありますとお貸出しができません。
　 その場合は、「解答をお渡しし学習を進めていただく」「宿題をしていただく」など別の課題を行う可能性がございます。

■この時点でテストから１か月以上たっているものと思われます。
　 最後まで、追いかけてやり直しをさせたいのですが、中学受験は時間との戦いでもあります。
　 この時点でも、やり直しが完了していない場合は、できる範囲でやり直しを終了し、次の月例テストへ向けた学習に気持ちを
　 切り替えましょう。（心配な場合は、ご相談ください）

■やり直しが完了していない場合でも、後々学習する単元で実力が付き、できるようになるケースが多いです。
　 どうしても苦手分野が残ってしまい、気になる場合は、次の講習会中に「復習」が行われますので、講習会への参加をお願い
　 申し上げます。「パーフェクトテスト」を授業外、講習会中に受けることで、復習内容の土台の積み上げが可能です。
　 塾へご相談ください。

■公開模試の日にはやり直し会は行われません。
年間予定表の日曜日にある、「やり直し会」と記載がある時に行われますので、是非ご参加ください。
やり直し会の日、不参加の場合は「振り替え」はできません。上記のルールに従い、ご自宅でのやり直しをお願い申し上げます。

月例テストのやり直しについて

■「春期講習・夏期講習・冬期講習の各公開模試」（年３回）は有料で、偏差値や順位の出る模試となります。

それ以外の月例テスト（無料）は、点数による合格（６０点以上：関関同立以上を目指す生徒さんは７０点以上が合格、偏差値６５以上の

難関校を目指している生徒さんの合格ラインは８０点以上です）を見ながら進路指導をしてまいります。講習会直前の受講科目が受験

科目となります（ただし、講習会の受講科目が、通常授業科目よりも増えた場合は、それに従います。通常期間に算国を受講、講習会

では算国を受講せずに、理社のみ受講した場合などは、算国理社の４教科受験となります。）

・公開模試は算国２教科か算国理社４教科受験のいずれかの受験となり、料金が発生いたします。（算理などの変則受講者は４教科受

験となります）



居残り・無料の質問会（第５教室）
授業終了後居残り学習をする際は下記の点にご注意ください。

■小学４年生の居残りについて

小学４年生までの間は、「遅く残る」事よりも「早く帰る」「別日の早い内に学習する」など、通塾回数を増やす中で学習並びに質

問をすることをお勧めしております。他の習い事の都合や、生徒さんの学習に対する姿勢などにより、「一度塾へ来た時に一気

に学習してしまいたい」という気持ちもわかりますが、小学４年生の前半（７月ぐらいまで）は「夜遅くまで残って勉強しても、効率

的でないケース」が目立ちます。一方小学５年生からは、集中力の長期持続という点からも「長時間学習」ができるかどうかが

重要となります。小学４年生後半（９月以降）ぐらいから徐々に「塾で」「長時間」「家でも長時間」集中できる姿勢を学ばせる必要

があり、授業終了後の居残りをご検討下さい。

■小学５年生・６年生の居残りについて

小学５年生から急激に「算数」「理科」が難しくなります。

塾での授業→家に帰って宿題→わからない所が数問残り質問会で解決→チェックテスト・月例テスト共に目標点をクリアとなれ

ば問題ないのですが、中学受験のテキストは「小学５年生」ぐらいから保護者の方でも教えるのに苦労する状態となります。「宿

題を仕上げるだけでも時間がかかる」「難しい問題でさらに時間がかかる」など、いくら時間があっても足りない状態が普通の中

学受験生です。塾での居残り、質問会などを利用し、学習を進めていただきますことを願っております。

※様々な無料学習＝質問可能な自習を試みますが、それでも時間が足らず、後で行われる季節講習会などでの追い上げでは

なく「今、何とかしたい」「早くクリアしたい」「すぐ質問して完成させたい」という希望の場合は、個別指導「１：２」の受講をご検討

下さい。

注意事項

■自習時間中に解答はお貸出しいたしません

「保護者の方が解答を持ち丸付けを管理していただいている」場合など、安易な本人による丸付けを良しとしない指導を心掛け

ております。しかしながら、自習時間において解答の貸出しを許しますと「丸付けは家に帰ってお母さんとする事となっていたの

に、勝手に自分で丸付けしている」「借りた解答で答えをうつして宿題を早期に完了させている」「貸し出した塾の解答自体を

持って帰られる」等の問題が出る可能性があるため行っておりません。

その場で丸付けができる状態であれば先生が行い、解答の管理を行います。

生徒さんからの「先生、解答貸して下さい」には応じられませんのでご了承ください。

解答をお持ちでない場合の答え合わせは、家に帰ってから行うことを基本としてください。よろしくお願い申し上げます。

■教室・座席指定

先生からの教室の移動、座席の移動を指示された場合は従って下さい。

この場合、ほとんどのケースが「友達同士でうるさくした」「勉強していない」等の理由によるものです。

■休憩時間を守ってください

各人の自由で休憩をとられますと、「授業の生徒さんに迷惑がかかる」「自習室で頑張る他の生徒さんに迷惑がかかる」事が考

えられ、塾としては禁止しております。定められた時間に休憩をとるようにお願い致します。（学志館では４０分の授業→５分休

憩→４０分の授業となっており、それぞれの時間でチャイムが鳴るようになっております）

■無料の質問教室（第５教室）は、校長の宮城や塾長の村山が極力教室に入ることで、他塾よりも「質問しやすい」環境整備に

努めておりますが、下記の点はご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

・無料という性格上、質問が残った場合は、別日への質問会に参加し、その中で消化することを頑張ってください。

・「この時間が比較的空いていると思います」とお答えしたとしても、その時間になったら、こちらの予想を裏切り、たくさんの生

徒さんが来ていた場合、全体を極力平等に指導します＝先に約束していたからといって優遇いたしません。それをしてしまいま

すと「じゃあ事前予約しよう」「その方がたくさん教えてもらえる」となり、予約業務が混雑し、他の業務が行えなくなるなどの不具

合が発生するからです。

・担当者の指示に従って下さい。お子様、保護者の方の希望は聞かせていただきますが、判断するのは担当者となります。お

子様、保護者様のご希望を１００％叶えるための時間は、個別指導となります。塾のルールに従って、無料の自習室を存分に

ご利用下さい。



■前学期もしくは前学年に行った「チェックテスト」を再度行うのが「パーフェクトテストです。
・そのため（やり直しまで完了させた同じテストを生徒さんがお持ちのため）家に持ち帰って行う事はできません。
・小４の夏期講習ならば「小４上（２月～７月）」までのパーフェクトテストをしていただく事となります。
・テストですので、点数が出るまでお教えしません（採点後は質問可能です）。

■平均点を出し８０点以上で合格です。（不合格者は再テスト）
・復習内容が平均で８０点以上「いつでも」取れている状態を目指しましょう。
・８０点以上になるまで何度も受けていただく必要がございます。
・「一度やった事のあるテストで平均８０点取れないのに、受験で通用する訳がない」と指導いたします。
　厳しいようですが、どんなにトレーニングを積んでも入試当日は、今までに見たことがないような問題も出てまいります。
　もちろん、同じような問題も出てまいります。「初めての問題を、今までの知識を組み合わせたりつなぎ合わせたりして
　解く」事はもちろん大切ですが、一度やった事のある、同じような問題を解く事が出来ない生徒さんは不合格に限り
　なく近いと言わざるをえません。頑張りましょう。まずは「やったことのある問題、よく似た問題」を、しっかりとできるように
　することが大切だと学志館では考えます。

■学志館にて受講いただいている科目が対象となります。
通常授業での受講科目は通常授業期間まで、講習会受講科目は講習会中のフォローとして、無料特訓が行われます。

■詳細につきましては、別紙「パーフェクトテストの手順」をご確認ください（ホームページ、内部生のページにリンクが
　貼られております）

無料のパーフェクトテストについて

学志館では特に復習に力を入れております。

予習は授業内で行います。新しい内容を学ぶ事は新鮮であり、楽しい事だと思いますが、勉強の極意は「復習にある」と学志館

は考えます。どんなに新たな知識を得たとしても、以前学習した内容を留め置けなければ「ザルで水をすくう」ような状態となりま

す。

しかしながら、普段は「今週の宿題」「来週のチェックテスト対策」「次回の月例対策」に追われ、なかなか時間を取る事が出来な

いのが、普通の中学受験生です。そこで学志館では、比較的学習時間が取れる「春期講習・夏期講習・冬期講習」の長期休暇期

間を主に利用して、「パーフェクトテスト」と呼ばれる無料の復習フォローを行っております（通常授業の宿題等が少なく余裕がある

場合は、お気軽にパーフェクトテストをご依頼ください）。



チェック３０昇級式テスト

小５のGW前後（途中入塾者は随時様子を見て）に「チェック３０算数Ⅰ」のプリントを配布いたします（有料：＠５５０円税別）。

チェック３０は自学自習用プリント教材です。全部でⅠ～Ⅳまでの４種類があり、算数のみです。塾で学習した内容に応じて、Ⅰ

から順に学習をスタートしていただきます。偏差値４０台の生徒さんでもレベルⅠ・Ⅱには合格するケースが多く、関関同立（関

大・関西学院・同志社・立命館）以上を目指すのであれば、小学６年生の夏休み前までにレベルⅣに合格することが必須となりま

す。

①ノートを１冊ご用意ください（普通の大学ノートでかまいません）

②全３０回分の問題を解いてください。（問題自体をノートにうつす必要はありませんが、途中式を書くようにしてください。）自分

で○付け、やり直しの上、わからない問題を質問会や授業前後の居残りで聞いてください。解答に解説がついているため、それ

を見ても理解できないという場合は、塾で学習したテキストで同じ範囲の単元を探して学習、それでもわからない場合は、先生に

聞くようにしてください。自学自習用のプリントですので、「つきっきりで教えないといけない」「同じ問題を何度も教えないといけな

い」という事が続く場合は、個別指導の受講をご検討いただく場合がございます。一度聞いた問題・解説はしっかりとノートにとり、

１度で理解できない場合も、ノートを見返すことで理解できるようになってください。それができないようでは、受験を勝ち残ること

はできないと考え、頑張ってください。

③全３０回分のノート（○付け、やり直しが完了していること）が完成して、１回テストを受ける権利が発生します。

担当者がノートをチェック（学習したノートのページに／印をつけます）します。仕上げたノートを持ってきてください。家に忘れた

場合など、持ってきていない場合は、いかなる理由があろうともテストを受けることができません。

④問題プリント・ノートをお預かりし、テスト開始

テスト時間は最長で１２０分です。途中式が必要な場合は、書いていないと×になります（解答を丸覚えしている場合があるた

め）。テストは学習していただいた全３０回の問題の中から、全く同じ形で５０問出ます。合格点は５０点満点中４０点以上です。

⑤合格の場合、上のレベルのプリントをお渡しします。（例）Ⅰに合格ならば、Ⅱのプリントをお渡しいたします。

どんどん上のレベルを目指して頑張ってください。

⑥不合格の場合

もう一度、全３０回分のノートを作り直してもらいます。「間違った問題だけですか？」とよく聞かれますが、全問題をやり直してい

ただきます。受験にもう一度はありません。テスト前のやりこみの甘さが「不合格」として現れます。３０回の問題を解くのに早い

子で半日、遅い子だと数日～１週間以上かかる子もいます。

⑦再テストは全部で４回（最初と合わせて合計５回まで）受ける事が出来ます。

２回目までに合格しないと、その生徒さんの勉強の仕方は、甘いと言わざるをえません。誰しも１回目は「合格するかな？」「合格

すればいいな」ぐらいで受けます。しかし、２度目も落ちるとなると話は違ってきます。「本人は合格する」と思っても、「準備不足」

「やってもやってもミスが直らない」など、勉強の仕方や、テストを受ける姿勢に問題があるケースが考えられます。改善のための

指導をしてまいります。

Ⅰの合格期限：小５の夏期講習終了まで

Ⅱの合格期限：小５の冬期講習終了まで

Ⅲの合格期限：新小６の春期講習終了まで

Ⅳの合格期限：小６の夏期講習前まで

上記期限内に合格できない、もしくは５回すべてのテストに不合格になった場合、関関同立未満の受験校となる可能性が高い生

徒さんとなります。偏差値が５０に満たない可能性が高く、志望校の変更、受験コースのクラス変更を含めお話をさせていただき

ます。関関同立以上に合格したいのであれば、このチェック３０は軽々と期限内での合格となるよう、準備の程をよろしくお願い申

し上げます。

■チェック３０は独自のプリント学習・昇級試験学習であるため、授業用テキストと完全には連動していません。

そのため、チェック３０のⅡに合格し、Ⅲのプリントをもらったが、そこには「比」の問題がたくさん入っている。でも、塾の授業では

「比」は２～３か月後でないと学習しないというケースも考えられます。

その場合、先に「比」を教えるという事は致しません。

チェック３０はあくまでも「自学自習用」テキストであり、塾で学習→チェック３０を自分で学習できる（少し聞く程度で解ける）という

事が、大前提となります。塾で学習→チェック３０の学習の順で、期日までの合格を目指してください。塾で学習後、チェック３０の

合格期限まで１か月しかない・・・・「だから、早く学習していれば、うちの子は合格できるかもしれないので、早く教えてください」と

いう事がないよう、その期間内で合格ができるだけのスピードと能力を身につけてください。その力のない子が、この進級テスト

に落ちるようテストが作られています。



テキストのレベルについて

学志館では、中学受験のテキストとして定評のある「中学受験新演習」を使用して学習いたします。

塾でお持ちいただいているテキストは練習問題までが「標準レベル」です。五ツ木・駸々堂模試で申しますと偏差値５５～６５程度までの生徒

さんを対象としたテキストであると言えます。そのため、学年が上がるにつれて「簡単すぎる（偏差値６５程度以上）」「難しすぎる（偏差値５０程

度未満）」という問題が発生いたします。

※小４、小５の場合は、各学年のスタートである２月、後期のテキストが始まる９月の最初の２か月程度は、通常授業のテキストの難易度、量、

授業スピードなどに慣れるよう頑張ってください。まず「３か月！頑張りましょう」どんなにしんどくても、ボロボロでも、学志館がサポートして支

えてまいります。３か月程度たつと体が慣れてきて、宿題のやりこみやチェックテストでの成績も安定してまいります。

お子様の学習レベルに応じた「レベル別学習法」を採用しております。

■偏差値６７～７０以上の学校合格が目標の生徒さん（各都道府県の、Ｎｏ，１、Ｎｏ，２私立中学校）

①小５からの算数日曜特訓（有料）スタンダードにご参加ください。塾で渡されたテキストの問題は、全て仕上げて当たり前のレベルが必要で

す。

②各教科で実力アップのテキスト（偏差値６５程度以上のレベルが多数収録）を別途ご購入いただき指導いたします。

③五ツ木・駸々堂対策は遅くとも小６夏前までで終了、早めの入試過去問題対策へ入るなど、より実践的な個人別指導のご提案をさせてい

ただきます。

■偏差値６５程度（上位６％程度）の学校合格が目標の生徒さん（高槻中学、清風上位コースなど、難関校上位コース）

①小５からの算数日曜特訓（有料）ベーシックにご参加ください。算数で「チャレンジ問題」への挑戦が必須となります。難しいですが頑張りま

しょう。チャレンジレベルの問題を指導してくれるのが、日曜ベーシック授業となります。その他の教科は、塾使用のテキストを全て仕上げて

当たり前のレベルが必要です。

②国理社では実力アップのテキストを頑張りましょう。この問題集の出来が、偏差値６５以上へのカギとなります。

③理科の「溶解度・てこ・滑車・ばね」など計算系分野を頑張りましょう。ここが、偏差値６５以上へのカギとなります。

■偏差値５５～６０（上位１５％程度）以上の学校合格が目標の生徒さん（同志社本校、立命館本校、同志社香里、同志社国際、関大中等部、

関西第一など）

①通常授業の宿題や成績が安定してきたら、小５からの算数日曜特訓（有料）分野別１０００にご参加ください。

授業で使用する新演習の練習問題までの完成、「算数ならば計算日記」「国語ならば漢字日記」のやりこみが重要課題となります。

算数はチャレンジ問題を行わず、それまでの問題の間違った問題を中心に２度３度学習するなど、「難しいチャレンジへの挑戦」の前に、その

前までの学習のやりこみが足りないために偏差値６０、６５の壁が越えられないとご理解ください。頑張りましょう。チャレンジよりも前の問題

のやりこみです。

国語・社会は全問理解できるよう学習をやりこみましょう。理科は「溶解度・てこ・滑車・ばね」などの計算系以外の分野で９０％以上の精度と

するのが第一命題です。８割目標だと、平均前後（偏差値５０前半）の成績に落ち着きます。「同じ問題、暗記」の精度を９割以上、できたら満

点が目指せる強い心がない限り、偏差値６０以上（上位約１５％程度）は難しいと言えます。この課題をクリアした後に算数の難しい問題や理

科の計算系へ挑戦しましょう。

※同志社香里、同志社国際、同志社本校、立命館本校は偏差値５８～６０程度と駸々堂模試の偏差値でなっておりますが、それだと合否

半々の結果になることがが多くなってまいりました。偏差値６５を目標として、学習を進められることをお勧めいたします。

■偏差値５５程度の学校合格が目標の生徒さん（同志社女子、立命館宇治、関大中等部、開明、明星の普通科など）

まずは、五ツ木駸・々堂模試での４教科偏差値５５以上を目標として頑張りましょう。現在の状態ですと、社会科で点数が取れないと、ほかの

教科ではほぼ点数が取れない状態です。まずは、暗記＝覚えたら点数になる社会科での偏差値６０越え、理科の暗記科目での５５越え、他

の教科が偏差値５０前半程度で５５を超えることになります。偏差値５５を超えることができれば、上記の学校の中で、推薦での合格が決まる

学校がございます。

①小５生１月からの日曜算数特訓（有料）五ツ木・駸々堂対策にご参加ください。

②算数で「練習問題」の半分程度はすらすらと解ける力が必要です。暗記問題はできて当たり前の状態にしましょう。

■偏差値５０未満の生徒さん

算数は類題、基本問題までを何度も解けるように頑張りましょう。その上で練習問題へ進みましょう。

１回宿題をしただけでは、成績が上がりにくいレベルのお子様だと言えます。この状態で、宿題をこなすことだけを目的にし「１回宿題ができ

た」だけで満足していたり、「宿題が仕上がらないから、２回３回の繰り返し学習なんて無理！」という場合は、宿題を全てやろうとしていると思

われます。偏差値５０未満の生徒さんは、例題の次の２ページ（可能であれば４ページ）までの問題を上限とし、解答の暗記ではなく、自力で、

そこまでの問題をすらすら解けるようなトレーニングが必須です。形だけの宿題をやめましょう。今の自分の実力の＋１５点（問題数にすると３

問～５問程度）を正解するように知識の積み上げを頑張りましょう。これが意識できれば平均である偏差値５０は超えることができます。

国語は漢字・文法（入試によく出る慣用句や、熟語）中心に頑張りましょう。語彙力養成が急務です。

理科は計算系以外の暗記を８割目標です。８割合格での学習ができれば、平均（偏差値５０）を越えてくることができます。

社会科は全問正解できるまで覚えこみましょう。覚える暗記を鍛えるだけで、偏差値５０台後半までは塾生全員が到達しています＝偏差値５

０後半の力がない生徒さんの全てが暗記力が弱い（一度やった問題が解けなない）といえます。本人は、「できてるし」と言うケースが多いで

すが、テストをさせてみると８割で合格できないケースが目立ちます。頑張りましょう。



プレジデントファミリーより抜粋

★理科・社会の実力アップは国語のトレーニング教材でもあります。

テキストを見ていただくとわかりますが、グラフの読み取りや意見を書くスペースが多く、解答の枠が大きいのが特徴です（特に社会）。国語

力養成には、「答えの丸覚え・暗記」ではなく、解答がない、わからない状態で「答えに近づけていく」「文章を構成していく」トレーニングが必

要です。そのため、解答がない状態で、書かせる問題主体の実力アップ問題集を行うことで国語のトレーニングを同時に行っております。

★授業以外のサブテキストをお子様のレベル・受験校に合わせてお持ちいただく事が可能です★★

授業としてはチェックテスト・月例テストとの兼ね合いもあり変更することはできませんが、弱点・苦手分野の克服のための各種別テキストが

豊富にそろっております。ご相談ください。

★小６のＧＷ（ゴールデンウィーク）くらいに、コンプリーション（算・国・理・社）の購入をしていただき、宿題が出ます。

学志館で使用している中学受験用テキスト・チェックテスト・月例テスト・年３回の公

開模試は、下記、「栄光ゼミナール」で使用されている受験専用テキスト、テストと

なります。



個別指導の受講を、ご検討いただきたいケース

我々、学志館は、他塾と比べ、「無料の質問」を塾長の村山や、校長の宮城が極力対応することで、「長蛇の列で質問できない」

「成績優秀者しか質問対応してもらえない」という大手塾の問題点に立ち向かうべく、指導の強化に励んでおります。

しかしながら、「学ぶという事の本当の意味が分かっていない」場合や「受験する心が決まっていない」場合など、先生が横につい

て、みっちりと指導した方がいいケースや、わからない問題を無料の質問ルームの２～３倍以上のスピードで解決したい場合など、

個別指導の受講をご検討いただいた方がより効率的な場合がございます。ご確認をお願い申し上げますとともに、下記のような

学習姿勢が続きました場合は、担当者よりご連絡をさせていただく場合がございます。よろしくご検討下さい。

■まず始めに

①暗記や計算など、やればできることを仕上げずに、そのままという事はありませんか？

②授業のノートを見返したり、解答の解説を読むことで、理解を深めることはできませんか？

③第５教室での質問や、授業の演習時間中や授業前後での質問などで、できる範囲を広げていくことはできませんか？

上記の努力の上に、さらに効率化のための「個別指導受講」であれば、学力アップにつながると考えます。

■個別指導を受講された方が良い例

①クラス授業で、講師の話している説明が理解できないことが続き、どんどんわからなくなっている。

この状態が続きますと、「クラス授業には入れない（入っても知識が積み上がりにくい）」とお話ししております。この状態だと、今の

単元からおよそ、半年以上わからなくなっているケースがほとんどです。

②上記の■まず始めにの①②③をある程度は頑張って行っているのだが、それでもわからない問題を、よりもっと早く解消してお

きたい。

③講師が、質問のために回って来てくれるまでの間や、前に呼ばれて自分の質問の順番が来るまでの間、自学できないことが多

い。

ぼーっとする、寝る、指遊びが始まるなど、先生が１：２で監視、監督を強化してくれたら頑張れるタイプのお子様となります。質問

できる自習室だとほとんど学習が進まないタイプなども、このケースにあたります。（無料の質問ルームでぼーっとさせないために、

担当者は声掛けや、「質問ない？」「どんどん聞いてよ」とお声がけいたしますが、中学生の定期テスト前など、優先順位が高い生

徒から順に指導を強化してまいります。また、質問が殺到している場合など、質問対応に追われている中で、「うちの子に、ぼーっ

としないように言ってあげてもらえませんか」というご希望に添えないケースも出てまいります。それが無料の自習室であり、その

中でも学志館は、他塾と比較して長時間、質問しやすい環境、ベテランの塾長、校長などが対応する時間が長いなどの利点を生

かし勉強の仕方から指導したいと考えております。

させられている学習だと、さぼろうとしたり、隠そうとします。

そうした学習姿勢のある生徒さんを、見つけ出し指導するには、「先生、ここわからない」と前向きに頑張る生徒さんの３倍～５倍

以上の労力がかかったにも関わらず、効果は薄いと感じます。我々学志館は、「頑張る生徒を応援します！」と言っています。で

きなくてもいい、わからなくてもいい。教えていくし、それまでの間、「できる努力を続けよう」と言っています。そうした生徒さんとな

るよう、育ててまいります。

④１：２や１：１でのわからない問題を教えてもらうことに力点を置きたい場合。

個別指導は、８０分授業です。

中学受験のクラス授業は、偏差値が高い生徒さんでも、そのレベルに応じてわからない問題が１ページ～３ページ分ぐらい発生

いたします。それを効率よく処理していくのが個別指導ですが、８０分で１：２だと、実質お子様一人当たり４０分の指導となります。

難しい問題の指導となると、１問５分～難問になると１５分以上かかる問題もございます。その時間で、充分解決できるでしょうか。

もちろん、個別指導を１授業とり、どうしてもわからない特に重要な数問を個別指導で教えてもらい、後は無料の質問ルームを使

うなどの方法もあるかと思いますが、そもそも、わからない問題を全て個別指導で教えてもらおうとすると、相当な金額になるかと

思います。そして、大手塾や、個別専門塾は、そうさせようと、「個別指導を取りましょう」と勧められることでしょう。

お子様の受験までの日数などにも影響されると思いますし、

受験までの半年間は算数のみ個別を受講する！というのも良いと思います（学志館の個別で、お子様のできないといけない分野

や問題レベルを指導してまいります）。しかし、受験までにまだ日数があるのであれば、「自らの学習姿勢を正す」ために、個別指

導を安易に増やすべきではないと学志館は考えます。面談等でご相談いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



講習会
■講習会は強制ではなく申込制です。ご安心ください。

時間割や金額、テキスト代や公開模試代などの詳細は、

・春期講習＝２月１０日

・夏期講習＝６月１０日

・冬期講習＝１１月１０日

に案内の配布をスタートする予定でございます。お子様経由でのお渡しや、ホームページでのお知らせとなります。ご確認をお願

い申し上げます。

■講習会で、それまでに学習した内容の復習→応用問題への挑戦など、普段の学習量以上の学びを頑張り、実力アップに挑む

期間となります。（通常授業期間は、その週の宿題、次の週に行われるチェックテストの学習、月例の学習など、「今の学習」に追

われます。講習会中は朝の１０時～夜の１０時まで学志館は開いており、無料の補講に来ることで普段の２倍から３倍程度の学習

量をこなすことで、実力アップを成し遂げてまいります）

■講習会期間中は、クラスの通常授業はございません。

講習会を受講いただいておりませんと、講習会期間中、全く授業がない状態となります。

※個別指導の生徒様は、年間予定表をご確認ください。月謝４週制となりますので、追加の受講料無しの、通常のお月謝の範囲

内で、講習会中に振りかえ授業が行われる場合がございます。

■講習会中は、クラス授業、個別指導含め、通常の担当者とは違う者が科目担当をする場合がございます。中学受験に関しまし

ては、弊社にて研修並びに、指導に値する経験や実績のある担当者が担当させていただきますので、お任せください。

■講習会中の受講科目に応じた無料のフォローとなります（通常授業期間は、通常授業受講科目の無料フォローを行います）

・特に、パーフェクトテストを頑張らせます。講習会前までの範囲のパーフェクトテストの平均点が８０点以上だと、その教科の偏差

値が５５程度以上に落ち着くようでございます。まずは、講習会だからこそ、時間がたくさんとれて学習可能なパーフェクトテストを

頑張らせます。

■講習会最終日に行われます公開模試は、①通常授業の受講科目②講習会での受講科目の内、より科目数の多い科目での受

験となります。（通常授業期間に算国を受講しており、講習会で理社のみ受講されている場合などは、公開模試は算国理社の４

教科となります＝講習前までの算国の実力把握が必要ですし、講習会で受講した理社の実力把握も必要であるからです。）

・公開模試は、講習会のお申込みの有無にかかわらず受験していただく年３回の偏差値の出る模試となります。

他塾ですと、年１０回～１２回年２万円や３万円などを一括支払いさせられるかと思いますが、学志館では年３回の都度請求となり

ます。そのため、「受験しない」「申し込んでいないので受けたくない」などのご希望に沿うことはできかねます。受験するものとして

進んでまいります。退塾の際には、申し込みが完了しておる場合は返金不可能となり、受験していただくこととなります。完了して

いない場合は返金させていただきますので、お問い合わせください。

・算国２教科か算国理社４教科受験となります。

算理（算国から１教科と理社から一教科の場合や、３教科受講、理社のみ）を受講されているような場合は、４教科受験となります。



授業をお休みされた場合や、遅れられた場合の振り替えについて

学志館では、他塾の条件よりもより良い条件での振り替えを目指して、下記のような振替制度を設けております。

ルールをご確認の上、振りかえへの参加をお願い申し上げます。

■クラス授業の場合①から順に対応してまいります。

遅れられた場合は極力、可能な限りで授業へご参加下さい。中学受験のクラス授業は２時間程度あるなど、「その場で、可能な限り、で

きる努力を済ませておく」方が得策です。

お休みの場合

①オンラインによる、ご自宅での受講はできませんか？

濃厚接触者など、自宅から出ることはできないが体調に問題がない場合などは、授業の曜日・時間にご自宅で授業に参加されるのが一

番効率的だと思います。内部生のページから、オンライン授業に参加可能です。まずは学志館のホームページ→内部生のページ（ID＝

gakushikan、パスワード＝５５１４にて内部生のページにお入りください）→目次のオンライン授業についてをクリック→小学生もしくは中

学生の時間割へ進む・・・の順でご参加ください。

※オンライン授業参加のご不明点は０７２－８６４－５５１４ 担当：野川までお願い申し上げます。

②クラス授業の場合、映像授業をお送りいたします。

予習内容の場合お送りすることになります。

・解説がない場合は、映像授業のお送りはございません。

・不慮の事故により、録画授業が録画されていない場合がございます。その場合は、③の対応での振り替えを行ってまいります。

・まとめの回など、前での解説がなく演習＝個人戦での質問対応の場合は、映像をお送りいたしません。

・映像を見て、授業時間分の問題演習等を行った後、わからない問題などは、全体として行っております「無料の第５教室でのフォロー」

にて行っております。

※上記、ご不明な点がある場合や、予習内容なのに映像が送られてこない場合などは０７２－８６４－５５１４ 担当：野川までお問い合

わせください。

③映像授業が送られてこない場合は、自宅で授業の回のテキストを読み、問題演習を行った上で、質問等がございましたら、全体として

行っております「無料の第５教室でのフォロー」にて対応させていただいております。

・授業の回は「年間予定表」をご確認下さい。（不明な場合は、072-864-5514野川まで）

※上記を行っていただいた上で、授業内容の不明点や宿題の質問等を第５教室の無料の質問会にて対応させていただきます。

※第５教室のルールは、別紙「無料の質問会（第５教室）」のページをご確認下さい。

■個別指導の場合

個別指導の授業の場合は、下記のルールとなります。

遅れられた場合は極力、可能な限りで授業へご参加下さい。中学受験の授業は「その場で、可能な限り、できる努力を済ませておく」方

が得策です。（遅れてこられた分を第５教室で学習するのか、その月は休みが１回もないので、その分の振り替えをご希望か、お聞かせ

ください）

①授業までにご連絡を頂いた場合（記録の残るLINEでの連絡をお願い申し上げます）、月１回まで、無料で振替授業を行っております。

（月１回というのは、年間予定表の１ヶ月のお月謝に対する４週制の内の１回となります。）

・週２回受講の生徒様は月２回・・・となります。

②上記を超えたお休みの場合も、第５教室での無料の質問会にご参加いただけます。（個別指導ではございませんが）授業時間分の学

習が消えてなくなるということはございませんので、お休みの場合は回数にかかわらず塾へLINE等の記録の残る形でご連絡下さい。弊

社担当者が「１回の無料の振替を組ませていただく」、２回目以降の第５教室への学習は、お子様と相談の上、担当者から居残りや別

日への振替をお子様にお伝えするように致します。

※誠に申し訳ございません。お休みされても行われているクラス授業とは違い、個別指導は、その時間、お子様のために担当者が準備

されている授業となります。何回でも、ルールなく振替授業が行えません。他塾と比較いたしますと、「授業の数日前や前日まででないと

振替は認めない」という個別指導塾が多い中、学志館個別は「授業までの連絡であれば振替可能」となります。ご理解を賜りますよう、

宜しくお願い申し上げます。

※お休みが長期になる場合の休塾や退塾のお申し出は、入塾時にお渡しいたしました「入塾の手引」をご確認下さい。（ホームページの

内部生のページでもダウンロード可能です）



中学受験成功の秘訣

中学受験は、「親の受験」と言われることがあるぐらい特殊な受験です。ご自身の常識やルールの前に、まずは、下記をご一読ください。そし

て、お子様に合わせて調整してまいります。ご相談のほど、よろしくお願い申し上げます。

■「なんでやらない」「そんなんならやめてしまいなさい！」で終わらせず、できるようになる、未来の話をお子様とする。

小学生が、中学生でも解けないような問題に挑戦するのです。できなくて当たり前のケースがほとんどなのですが、大人から見ると、自身が高

校生や大学生の時の学習レベルや学習姿勢をもって、「子供はやっていない」と判断しがちです。（分数の計算ができないなんて、大人から見

れば信じられないと思いますが、通常小５～小６の間に、分数の＋－で２か月程度、×÷で２か月程度、問題数にして数百問解いてようやくミ

スがなくなったご自身の経験を大人は忘れています。中学受験クラスでは、分数の＋－×÷を小４の２週間で終わらせます＝計算がおぼつ

かなくて当たり前で、その後数ヶ月トレーニングを積んで、定着させてまいります）

できないことを注意し、させることは重要ですが、できないことの𠮟責だけで終わらせず、「できるようにするために」どうするのかを何度も何度

もお子様と話し合ってください。（それでも、３日もすればまた元に戻りますが、それでもまた、約束をして頑張るのです。三者面談をお願い申し

上げます。）

※中学受験の学習は、「中学受験のためだけの学び」ではありません。

算数で言えば、中学生で学習する平方根（√）や関数以外のほとんどの内容を学習しますし、社会科や理科などは、小６生の中学受験生の方

が、普通科の中学生の平均前後にいる子よりも賢い場合などざらにあります。お子様の学びは、中学、高校の学びにつながる大切な一歩な

のです。

■偏差値６０前後までは、「できることを速く正確に、たくさんする」、そして、「一度解けた問題や、覚えればいいだけの問題を完璧に仕上げ

る」＝偏差値６５程度のレベルの難しい問題をやらなくても、偏差値６０前後までは到達できると心得る。

難問や、思考力を要する問題は偏差値６５前後からの問題に特に多いです。

■教えてもらうことももちろん大切ですし、授業で技をたくさん教えてまいります。しかし、①繰り返し間違った問題の学習をし、できるようにす

る②できない、わからない問題を「わからん」「難しい」で放置せず、解答や解説を読んで理解しようと試みたり、どこまではわかっている、ここ

からはわからないなど学びを止めないこと。

■高い目標＝小４であれば偏差値６５程度の学校、小５、小６（受験の６か月前まで）ならば偏差値１５程度上の学校を目標校とする。

■入試までの間に、たくさんの失敗をさせて、そこから立ち上がり、本当にできる人間に育てる。

学力の高い大学を出た保護者様にありがちなのが、「親が全て準備したり、教えたりして点数を取らせる」という事です。学習の姿勢を指導す

る、量をこなせない場合に固定するなど、（学習の初期段階では）ある程度、親がすべきことがありますが、それが行き過ぎると、「親の限界を

超えられない」現象が起きます。トンビが鷹を生む方がいいと思います。親は、早く子供に超えられれた方がいいと思います。そんな素晴らし

い子供さんを何人も見てきましたが、その保護者に共通しているのは、「自ら学ぶ事を教育する」ことでした。管理型でがちがちのロボットのよ

うなお子様は、後で、どこかでほころびが生じます。

■①まず暗記（公式や漢字、語彙の意味、社会科や理科の一問一答など）が、すらっとできないと偏差値５０を超えるのは難しいと言えます。

全受験生の半分が偏差値５０（平均）以下です。平均以下の生徒さんの学習姿勢の悪さ第１位は暗記力（基礎力）がない事です。親子で必死

のー２問特訓をお願いいたします。

■②パーフェクトテストで平均８０点以上の合格です。これがクリア出来たら、偏差値５５の壁をクリアしています。

■③上記を、３教科もしくは４教科でできたら偏差値６０程度にいます。

■④偏差値５５→６０（上位１５％程度）になる努力と偏差値６０→６５（上位６％程度）以上にする努力には雲泥の差があります。

偏差値６５を超えるためには、できない問題に挑戦する心が必要です。難しいことに挑戦せずに逃げる姿勢のある子に挑戦権は与えられま

せん。そして、「偏差値６０まで来たのに、なぜ、６５に同じようにならないんだ！」と子供を責めないでいただきたい。

■⑤できないことの全ての原因Ｎｏ．１は「スピード＝速さ」がない事。

宿題が出来上がらないのも、ノートを書くのが遅いのも、難しい問題に挑戦できないのも（基本、標準問題までを仕上げるための）、スピードが

ないからです。スピードがあれば、大抵のことはクリアできます。仕事も、楽器の演奏も同じで、「遅いプロ」を見たことがありません。そして、ど

うすればスピードが身に付きますか？とご質問いただきますが、塾の指導だけでは、なかなか無理があります。村山は、小さい時から親に「遅

い仕事は誰にでもできる」とよく言われ、スピードを意識させられましたが、生活全般、学校生活におけるまで、「他者よりも、速く正確に」を習

慣づけられなければ、いつの日か負ける日がやってきます。「優れたものが生き残るのではない、進化に対応するのが早いものが生き残るの

だ」という言葉がありますが、（全てではありませんが）スピードは、勝つための重要な要素です。入試は時間制限があります。「時間があった

ら解けた」では負けます。（一般論です。スピードに難がある生徒さんでも、コツコツ真面目に頑張って関関同立、偏差値６０程度までになられ

るケースはざらにございます。そして中学校、高校でスピードがつくケースもあります。信じて、トレーニングをお願いいたします）

■「国語が学力の基礎」は正しいですが、国語ほど、「元々できる子は何もしなくてもできる。できない子は、時間をかけた割に効果が少ない」

科目となります。

国語をしないと言っているわけではありません。しかし、小学生の時など、「男子が女子に口げんかで負ける」など、発達段階における、国語

力のなさ、どうしようもないことが起きます。そして、期限のある受験においては「不得意を得意にする」努力や時間を要するよりも、「得意を伸

ばす方を優先させる」べきだと考えます。１００点満点のテストであれば８０点前後、偏差値で言えば６０（上位１６．６％程度）前後までに得意

科目がなったら、それはそれで、天井が見えてきて、さらに成績を伸ばすのが難しくなります＝不得意科目への挑戦が始まりますが、それま

では、得意科目を伸ばしましょう。



土曜日の小６算数無料補講

小６生になりますと、算数の計算日記が仕上がらないという状況になる生徒さんが発生しがちです。

そのため、学志館では、土曜日に４時間の無料補講の時間をとらせていただいております。下記の内容を、ご確認いただき、ご理

解とご協力をお願い申し上げます。もちろん、計算日記を早々に仕上げられている場合は、更に上のレベルの指導とすべくテキス

トのやりこみ、プリント等で対応させていただきます。

・小６生の土曜日１４：００～１８：００の４時間無料補講

無料の補講という性格上、別日への変更はできかねます。小６＝受験学年という事を考えましても、中学受験を一番に考えてい

ただき、他の習い事の整理や、「この１年間（もしくは推薦が取れるまでの１０か月程度）は受験中心で行く」と決めていただけない

場合は、小６スタート時の偏差値が、志望校の＋５程度以上上の場合を除いて危険だと考えます。（＋５でも、小６終わりのころに

は、その貯金はなくなっているものだと考えます）

※通常の無料補講は随時行っております。可能な限りで、土曜日分の補講を頑張らせていただく塾ではありますが、無料の補講

や、正規の授業を、ご自身の都合で休んだ場合にも、「それと同等の振り替えを」と希望されるケースがまれに発生しております。

振りかえの全てに関しまして、担当者が変わる、正規の授業よりフォローが行き届かなくなる可能性が高くなることをご理解いただ

き、極力、正規の時間帯での参加をご検討ください。

下記を読み進めていただいてもわかりますように、通常授業の算数２時間、土曜日の４時間を持ってしても、①計算日記②新演

習の基本問題までも終わらない生徒が続出します。（そのぐらい難しい事へお子様は挑戦いたします。「やっても無駄」「こんなの

出来ない。。。」というお子様に、「できることを続け、その幅を広げていきなさい」と言っていただき、学志館にご相談ください。）

■計算日記のチェック並びに、学習法を指導いたします。

・クラス全体の上位半分の生徒さんを対象とした「わからない問題」を前で解説したり、個人別に対応したり致します。指導法に関

しましては、弊社にお任せください。

・計算日記を、ルール通りに仕上げていない場合は①パーフェクトテスト→②－２問特訓（コンプリーションの購入が必要＝小６の

GW頃にお渡しするテキストですが、必要があれば、初期からの購入が必要となります）の順で、「できること」を仕上げていただくト

レーニングになります（これにより、偏差値５０以上や５５程度以上の問題への挑戦を優先させます）。学志館では、自学に関して

は「解説を読んだら理解できる程度の、やればできることを頑張ろう！」としております。その後、第５教室等、別の曜日時間で無

料のフォローを頑張ってまいります。

■小６の算数上になりますと、授業で使用いたしますテキスト＝新演習の例題の解説と類題を仕上げるぐらいで２時間の授業が

終わるぐらい難易度が上がります。

①類題をまず完璧に解く。例題と同じ解き方で解きましょう＝授業内で、ノートを取らせますし、テキストの解説ではない効率的な

解き方を指導することが多くなります。先持って、予習など行わず（行われてしまうと、時間がかかりわかりにくい解法が、お子様

の頭に定着します。）今までの復習に力を入れ、授業で学ぶ→その解き方に沿って学習する事を授業の基本として下さい。

②計算日記（これが出来たら、偏差値５５程～６０程度以上です。偏差値が５５程度あれば、関関同立の提携校を含め合格の可

能性が高まります。

③基本問題→練習問題へと進んで下さい。

■計算日記ができていることが授業における最低ラインです。

計算日記のレベルは、五ツ木・駸々堂模試における大問題の１＝計算と大問題２の一行問題レベルです。大問題の３以降の難

問への挑戦は新演習のテキストを行うことで指導してまいりますが、そもそも、大問題の２＝一行問題ができないようでは、偏差

値５０未満が確定の学習法となります。させてまいります。しかしながら、できない、やらないという場合は、三者面談の上、今後の

学習方法を決定してまいります。本人様を交えた、三者面談を、よろしくお願い申し上げます。

（次に、受験における最低ラインが、「パーフェクトテスト（平均８０点以上での合格）」です。パーフェクトテストは、授業で行った

チェックテストです。やり直しまで指導しておりますし（持ち帰ったまま放置していない限り）、一度やり直しまで完成させてやり上げ

た問題です。一度やった問題で８割が取れないのに、初めて見る入試問題で合格を勝ち取ることは難しいと考えます。こちらも、

学志館が大切にしているオリジナル学習法でございます。頑張りましょう。



推薦入試をお考えの場合は、是非！

推薦に必要な４教科受講をご検討下さい。

また、成績トップ層である偏差値６５（上位６．６％）や偏差値６０以上（上位１４．４％）程度の難関校から、算国理の３教科受験が

多くなります＝算数、理科の理数系思考の生徒を取りたいという思いであるため、理科が取れる生徒さんは成績優秀者であるこ

とを意味します＝理科のてこ・滑車・バネ・物の溶け方など計算系が強い生徒でないと理科が得点源になりえません。また、高偏

差値の学校が算国理での受験が多くなるだけで４教科型受験はございます（２０２３年度入試で大阪府の男子校偏差値No.1と言

われる大阪星光学院に合格された方も４教科受験で、安定して高得点が取れる社会科が救いの教科となりました。）し、アラカル

ト方式と呼ばれる、理科と社会の内、点数が高い方を認めてくれる学校などもあります。社会科で高得点を取るのは、算数や国

語に比べると、「覚えるだけ」である場合が多く、ずっと楽に得意科目を１教科増やすことに繋がります（考えてみて下さい。努力

でなんとかなる社会科で８０点を取る努力と、算数で８０点を取る努力。中学受験で言えば、社会科のほうが圧倒的に楽であると

言えます）

推薦向きのお子様がおられます。

模擬試験を受けに行かせるとお腹が痛くなったり、普段の力が思いの外出せなかったり。家で過去問題をさせると、合格ラインに

来ることが多いのに、塾で時間を計ってテストすると不合格が多い場合・・・・・など、当日の勝負に弱いかもと感じる場合がありま

す。

それは決して悪いことではなく、小学生が人生を決める大一番の入試を迎えるのです。ましてや、２年、３年以上頑張ったことが、

今日の１日で決まるとなれば、誰もが普段の力を出し切れない事が多いです。そんな時に、推薦入試は、（基本、１００％合格、

あるいはそれに近い）安全な入試となります。

推薦入試のメリット、デメリットをご理解いただき、可能性があるのであれば、その準備（小６の模試が推薦合格の基準となるため、

新小６の２月からスタートする駸々堂対策への参加）と、学志館への相談をお願い申し上げます。

■推薦のメリット

・推薦が決まれば（小６の秋～冬にかけて決定する場合が多いです）、100％合格の入試（ほぼ100％合格の入試）である。

・資格取得（英検や漢検など）による優遇がある。

・学校の成績が優秀であることで優遇がある。

・特待生や、入学金免除となる推薦もある。

上記のような、お得な入試となる場合があります。

■推薦のデメリット

・推薦入試が決まったら、それ以外の学校は受験できません。（一般入試で、更に上の学校への挑戦はできません）

それは、小６の９月～１２月頃の間に、安全に合格する可能性が高い学校の推薦を決める＝一般入試での挑戦を諦めるというこ

とになります。

■推薦入試を行っている主な学校

・同志社女子中学校（小学校の小５、小６の成績＋模試の成績や資格など）

・立命館宇治中学校（模試の成績だけ、もしくは模試の成績と英検などの資格となります）

その他にも、立命館守山・初芝立命館のかがやき入試などもありますが、樟葉からは両校ともに距離が遠く、同志社女子か立命

館宇治の推薦を狙われる方が多いです。

その他にも推薦を行っている学校がありますが、ほとんどの場合が、上記よりも下の偏差値である偏差値４０台の学校が多くな

る傾向がございます。詳細につきましては、面談でご相談下さい。

※推薦の条件は毎年のように変更となります。最新の条件は、各中学校のホームページ等でご確認下さい。

★★上記、模試の結果とは、大手塾の塾内模試が認められている場合もありますが、基本は大阪府の中学受験生が最も受験

する五ツ木・駸々堂模試の４教科の偏差値が基本となります。（そのため、早い段階での４教科受講をお勧めしております）

■学志館では、（100％合格に相当する）推薦での受験が決定（推薦決定の通知のご提出が必要です）した、次の請求より、お月

謝をいただかず指導してまいります（維持費と、実費テキスト代などは必要となります。また、合格したことで他の生徒に悪影響

が出る場合は別教室での学習をして頂く場合がございます）。

100％合格だと言われても心配である場合や、入試直前まで頑張って学力を高め、中学校へ進学後を見据えた学力の養成を希

望される場合が多く、上記のような制度を設けております。（一般入試生への指導が優先されるなど、あくまでも学力を落とさない

ための月謝無料のフォローだとお考え下さい）



小５・小６　日曜有料講座　～仲家所長：難関算数特訓

村山の友人であり、灘、大阪星光、四天王寺、洛南、東大寺、西大和など数々の難関私立中学校の算数・理科指導を長年にわ

たり指導し、上記の難関私立中学校などに合格させてきた、正に中学受験請負人である仲家（なかや）所長が担当する算数オプ

ション講座が行われます。

上記私立中学校を含め、偏差値６５程度以上（高槻中学校など以上）の算数力の養成と、難関私立中学校合格を目指すオプショ

ン講座です。

参加ご希望の方は、別紙の申込用紙のご提出をお願い申し上げます。

★「偏差値６０程度以上が必要とされる、同志社香里、同志社国際、同志社本校、立命館本校、関西学院などの関関同立」「明

星・清風・高槻などの難関校」「洛南・洛星・四天王寺などの最難関校」「教育大・洛北などの国公立」を受験希望の方は受講を強

くお勧めいたします★

本講座を受講することで、「最速・最適解」での解き方を指導いたします。テキストや模試の解答を見ても、イマイチよくわからな

い。。。そんな「時間のかかる解き方」ではなく、この時には「こう解くのが最速！」という解き方を指導いたします。

偏差値５５（もしくは６０相当）以上と判断される生徒さんが対象となります。

上記に満たない場合は、「日曜 五ツ木・駸々堂模試特訓（詳細は裏面）」の受講をご検討ください。特に「同志社女子、立命館宇

治、関大中等部、関西第一中などの関関同立系をご希望の方と関関同立系の推薦入試」をご希望の方や、偏差値５５程度まで

の学力アップを望まれている方の有料日曜特訓となります。

■通常授業期間の日曜日１０：００～１７：３０での６時間算数特訓（月謝：９，０００円税別）

学志館：塾長村山より

２０年以上前でしょうか。友人である仲家先生の算数の授業を見たとき「こんな難しい問題を小学生が解くんだ」そして「そ

んな解き方で、答えが出るんだ！」という驚きと感動が、今の学志館での中学受験コースにも生きています。

そして、偏差値６０程度までは努力と、一度やったことのある問題を繰り返し学習し、ある意味その解き方を覚えれば何とか

なる世界でもあります。しかし、偏差値６５は全体の７％以下、偏差値７０を越えるのは２％で１００名いたらトップ２名になる

ことを意味しています。解法の暗記やパターン化で何とかなるような世界ではなく、「自ら考え、答えを導き出す学び」が必

要であると言えます。

そんな世界を目指して欲しい。

そして学志館の最高偏差値は五ツ木・駸々堂模試４教科で７４．５（大阪星光合格）で→２０２２年７６．５へ更新（大阪星光

合格）ですが、偏差値７０を越えた生徒さんたちはみな理数が得意でした。

是非、理数が得意になる。理数が好きになる。そんな生徒さんに育って欲しいと願っております。

・本講座にともなう授業料以外にかかる費用はございません。

・オプション講座ですので、学志館での算数講座の受講をしている生徒さんが対象となります。

■提携しておりますオーエヌ教育研究所の出張授業となります。

そのため、学志館で行われております下記の優遇対象外となります（その分非常にお得な受講料金となっております）。

・返金等は出来かねます（１０日までの退会申し込みを頂きましたら、翌月以降のご請求をせず、当月末で退会となります）

１１日以降の退会をお申し出の場合は翌月最終授業を持ちまして退会となります。

・兄弟姉妹割引適用外です。

・受講基準その他、受講上のルールなど、全てオーエヌ教育研究所のカリキュラムにのっとって行われます。詳細につきまして

は面談等でオーエヌ教育研究所：仲家所長にご質問ください。



小６　日曜有料講座　　五ツ木・駸々堂模試対策

本講座は、大阪府の中学受験生が受験する最大規模の模試、五ツ木・駸々堂模試の過去問題を使用して、偏差値アップを目指す講

座です。（参加ご希望の方は、別紙の申込用紙のご提出をお願い申し上げます。)

五ツ木・駸々堂模試の偏差値を取っていると！

・推薦での100％合格受験が可能となる（同志社女子や立命館宇治、立命館守山など）＝模試の４教科偏差値で判断される事が多い

・特待生や、上位コースの入学の基準にしている私立中学校などがある

などの特典、優遇を得られることがあります。

例えば、偏差値５５程度だとします。受験まで頑張り、偏差値５０後半や６０前半の私立中学校への受験にチャレンジしたいとします。し

かし、現段階だと合否ギリギリの状態です。そんな時に、第２志望の中学校が、模試の偏差値で特待生や上位コースでの合格を約束し

てくれていたとしたら、なんと心強いことでしょう。B日程（第２志望の学校の受験日）以降でも、こうした規定を設けている学校さんが少し

ですがあります（A日程：第一志望だと、模試の結果から加点があるなどの優遇措置を設けている学校が更に多くなります）。

五ツ木・駸々堂模試はクセがあります。

それは、過去問題をたくさん解いておいたほうが有利だということです。（しかしながら、過去問題は販売されていません）

学志館が過去問題をご用意しておりますので、是非、挑戦してみてください。偏差値が取れたら、実際の受験に向けてモチベーションも

高く保てます。

更に、学志館では、２０２２年の五ツ木・駸々堂模試４教科総合偏差値で１位の生徒が出ました（偏差値７６．５。大阪府の男子校偏差

値No.1と言われる大阪星光学院に合格）。その生徒さんも、駸々堂模試の過去問題を徹底してやり込みましたが、受験の前段階として、

標準的な問題が多く出題される五ツ木・駸々堂模試でのトレーニングは最適です。

■通常授業期間の日曜日１０：００～１７：３０での６時間算数特訓（月謝：９，０００円税別）

・１時間演習→解説（やり直し）を基本としております。映像授業も使用いたします。

・算数、国語＋（受験科目の場合）理社の暗記の指導となります。（延長戦：火～土の１９：００～無料:第５教室使用、ルール適用）

・日曜日の特訓完結型です。追加での宿題等は出ません。月３回授業となります。

・本講座にともなう授業料以外にかかる費用はございません。

・学志館で行われております下記の優遇対象外となります（その分非常にお得な受講料金となっております）。

・返金等は出来かねます（１０日までの退会申し込みを頂きましたら、翌月以降のご請求をせず、当月末で退会となります）

１１日以降の退会をお申し出の場合は翌月最終授業を持ちまして退会となります。

・兄弟姉妹割引適用外です。

・本講座は、国語を含む通常授業２教科以上を受講されていることに伴う、特別価格での特訓となります。

外部の方の受講ももちろん可能ですが、その場合は、１８時間／１ヶ月の通常授業に相当する受講料が必要となります。ご相談くださ

い。

・過去問題は最低各回５年分をプレゼント。（仕上げた生徒さんは、やり直しまで行った問題の提出をもって、更に次の１回分、更に次

の１回分と、過去問題がある限りお渡ししていきます。やり直完了までの問題の提出が必須です＝問題だけ大量にくださいは出来かね

ます）

・過去問題の配布は、次の受験回もしくは、それ以前の物といたします。（２つ先の回の過去問題をお渡しすることはできません）

・通常授業期間における受講科目が指導の対象科目となります。（未受講の科目は指導いたしません。国語は必須となります）

■偏差値５５～６０程度までは、「できることを積み上げる」。そして、得意科目や、点数を上げやすい科目の学習に力を入れましょう。

偏差値が５５に満たない生徒さんの大部分が、

・暗記力が弱い

・国語力が弱い（文章を読み取る力が弱いので、算数などの文章題も不得意）

となります。本講座では、国語と暗記の基礎、標準までの学力アップトレーニングをしつつ、点数の取りやすい算数での得点アップを主目的と

しています。偏差値５５以上とするために、通常授業＋過去問題演習を早い時期から行いましょう。学志館が、お子様にとって偏差値の上げ

やすい教科を判断し、その対策を全力で行ってまいります。国語＋暗記の回、算数＋暗記の回や算数国語バランス型の回など、学志館側で

都度指定の上、指導に入ります。

※算数の偏差値５５以上が取れた場合は、理科の計算系を含めたフォローをさせて頂く「日曜有料講座 ～仲家所長：難関算数特訓（裏面）」

への参加をご検討下さい。本講座は、偏差値５５程度までを目標とする生徒さんが受講する講座となります。

■（１００％合格に相当する）推薦入試での出願が決まった場合

上記条件での受験決定の通知が来た次の請求からは、維持費（テキスト代やテスト代などの実費は必要）のみで、学志館が入試前日まで学

習のフォローをいたします。１００％合格が決まった後、受験勉強のために多額の塾代を支払うのはなかなか難しいことだと考えます。しかし、

大部分の保護者様は、「中学校へ進学後を見据えて高い学力を身につけて欲しい（キープして欲しい）」あるいは、「油断して成績を下げて、ま

さかの不合格なんてことにならないで欲しい」と願っていらっしゃいます。そのため、学志館では例年、１００％合格に相当する入試が決定した

場合は、その後の授業料をいただかず補講をしております。（他塾様に通われている方で、推薦を勧められなかったり、このような制度を設け

ていない場合は、推薦入試に前向きな塾ではないことになります。是非、学志館にご相談下さい）

・他の受験生に迷惑になると判断した場合は、別室での別メニュー、別担当者での指導などを行う場合がございます。（合格が決定したことで、

甘さが出るなど、他の受験生への悪影響が見られる場合など）


