
訂正版 修正箇所は 赤文字に                   2022 年 6 月 9 日（木）から再配布 

        学習スタジアム翼からのお知らせ＊保護者様に見せること！ 

 期末対策スタート    訂正版 

中学生・高校生対象！！小学生はいつも通りでいいです。
＊難しい内容で重要なので、必ず保護者様に見せてチェックしてもらうこと！！間

違うと君たちが損しますよ！＊小学生は、お休みの日程や英検・漢検の日程を！  
今回は、提出しないでも大丈夫です！ 

期末テスト対策について＊復習確認テストは含みません。＊テスト対策が始まったらいつもの通り
の時間帯はありません。カレンダーの時間で来られない生徒は、申し出てください。 

基本、各中学の期末テストの 1 週間前よりテスト対策スタート。時間変更します 

例えば、６／２1(火）から期末テストであれば、その１週間前の６／14（火）からテスト対策になり、下記の時間通りに塾に来てください。 

必ず時間を守ること。変更したい場合は必ず事前に！できる限り下記の時間を守ってください！！ 

早めに来ても、待っていただきます。遅くても、終わりは下記の通り。 

① 今年度からの新ルール、通常授業を週 3 回以上受講している生徒は、通常授業の時間帯

で平日出席可能！また週４の生徒と通い放題コース受講の生徒は、全時間帯で出席可能。

＊実技の勉強も塾でやってよし。＊それ以外の生徒は塾では禁止します。ご自宅でどう

ぞ！！＊勉強するもの自分で用意できる生徒に限る。 

② Monoxer 利用者には期末に向けての期末の範囲のコンテンツを毎日満点を取って、暗記

をしておきましょう。 

③ 漢検 まだ受付中 ６/１３（月）まで 

④ 中3都内生限定V模擬！今年度の年間申し込みを既に配布しました。まだの方は早めに！ 

今回はワーク・プリント（塾で作ったのも）・範囲表忘れは即刻帰って、取りに帰ってもらいます。      

期末テスト対策スタート                       期末テスト 

東       6/6(月)~             ➔ 6/20(月)、21(火)、22(水) *中間テストがなかった

ので早めに開始します！！ 

久留米・下里   6/15(水)~                   ➔ 6/22(水)、23(木)、24(金) 

大門        6/16(木)~                  ➔ 6/23(木)、24(金)  

南・新座６      6/22(水)～            ➔ 6/30(木)、7/1(金) 

中央         6/21(火)～            ➔ 6/28(木)、7/1(金) 

高校生・私立高校生    ＊期末テストの 1週間前からでお願いします。時間はいつでも PM5時 00～9:30

で。 

6/18 、19、7/2、3の土日あり。時間はカレンダーの時間で。 

テスト対策持ち物 

  学校のワーク（5 教科ワークすべて*解答も）＊全部終わらせてても持ってくる。丸つけに使うから。 

範囲表、学校の教科書（国・英だけ＊持ってこれれば全部） 

  塾で渡した対策プリントの束。毎回！テスト終われば捨ててよし！ 

毎回、口が臭くなるまで言っているが、重いので勝手に忖度
そんたく

して持ってこない人がいるが、教科書とかを借

りたりするとなくなることが多いので禁止します。迷惑ですから。取りに帰ってもらいます！！ 

Monoxer 利用者は、スマホを持ってきてよし。 

期末対策カレンダー こちらをみて時間に来てください。時間が合わない生徒は事前に相談。当日はダメ。 
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東中対策スタート  

それ以外の生徒

はいつも通り。 

東中の生徒時間 

全学年 

PM5:00～9:30 
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PM5:00～9:30 
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東中の生徒時間 
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PM5:00～9:30 

 
 
夏期講習のお
知らせ配布開

始します。 
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東中の生徒時間 

全学年 

PM5:00～9:30 

 

 

久留米・大門対策ス

タート 

東・久留米・下里

中以外の生徒は

いつも通り。 

東中の生徒時間 

全学年 

PM5:00～9:30 

久留米・下里中の

生徒時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

 

大門対策スタート 

東・久留米・大

門・下里中以外の

生徒はいつも通

り。 

東中の生徒時間 

全学年 

PM5:00～9:30 

久留米・下里・大

門中の生徒時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

 

東・久留米・大

門・下里中以外の

生徒はいつも通

り。 

東中の生徒時間 

全学年 

PM5:00～9:30 

久留米・下里・大

門中の生徒時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

数検です 

PM5:00～9:30 

2～準 2 約 2 時間

40 分 

3～5 級 約 2 時間

20 分 

６～8 級 約 1 時間 

９～11 級 約 50 分 

＊間に合うようにて

ください。 

東・南・久留米・大門・下

里中以外の生徒はお休み 

東・久留米・大門・下里中

の生徒時間 

全学年    

AM9 :00～13：00 

下里中は土曜授

業のため、来られ

る時間で。 

東・久留米・大門・下里中

以外の生徒はお休み 

東・久留米・大門・下里中

の生徒時間 

全学年    

PM6 :00～9：30 
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月 火 水 木 金 土 日 

東・久留米・大

門・下里中以外の

生徒はいつも通

り。 

東中の生徒時間 

全学年 

PM5:00～9:30 

久留米・大門・下

里中の生徒時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

中オ対策スタート 

東・久留米・大

門・下里・中央中

以外の生徒はい

つも通り。 

東中の生徒時間 

全学年 

PM5:00～9:30 

久留米・下里・大

門・中央中の生徒

時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒 

南・新座 6・高校生・

私立対策スタート  

東中テスト終了  

久留米・下里・南・

新座 6・大門・中央

高校以外の生徒はい

つも通り。 

南・新座・久留

米・下里・大門中

の生徒時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

久留米・下里・南・

新座 6・大門・中央・

高校以外の生徒はい

つも通り。 

南・新座久留米・

下里中の生徒時

間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

久留米・大門・下里

中テスト終了 

通常授業に戻ります 

南・新座久留米・

下里中の生徒時

間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

新座６・南・私立・中央。

高校生以外の生徒はお休

み 

新座６・南・私立・高校生

中の生徒時間 

全学年     

AM９ :00～12:00 

 

新座６・南・中央・私立・

高校生以外の生徒はお休

み 

新座６・南・私立・高校生

中の生徒時間 

全学年     

PM6:30～9:30 
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月 火 水 木 金 土 日 

南・中央・新座 6

の生徒時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

高校生・私立 

ＰＭ５：００～９：３０ 

南・中央・新座 6

の生徒時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

高校生・私立 

ＰＭ５：００～９：３０ 

南・中央・新座 6

の生徒時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

高校生・私立 

ＰＭ５：００～９：３０ 

中央テスト終了 

南・新座 6 の生徒

時間 

その日が通塾日の生徒 

全学年 

5:00＝7:30 

その日が通塾日でない

生徒 

7：40～9:30 

＊上記の時間帯で来ら

れない場合は、事前に塾

長に相談を！ 

通常の生徒は 2 時間半 

通常ではない生徒は 1

時間 50 分で！ 

通い放題の生徒は 

5:00～9:30 

高校生・私立 

ＰＭ５：００～９：３０ 

南・新座６中テスト

終了 

@高校生テスト

対策中 

 

 

@英検 2 次対策 

は期末テスト

終了した生徒

から開始しま

す！ 

休ませて！ 休ませて！ 

１、面談実施中。 
 まだの方は、お子様から面談希望用紙をもらい必ずご記入の上、お早めにご提出ください。ただ埋まっている
ところが多いので、申込書を提出ください。第 6 希望までを必ず入れて。レポート・電話でも可。 
将来を見据えて今後の勉強の指針になりますので必ず、お願いします。 
2、教室長から期末テストに向けて一言 
生徒へ 
 1 学期中間が良かった人は、必ず下がります。悪かった人、悪い科目だけ上がって、せっかく良かったところ
が下がります。人は必ず油断します。今までの翼生たちの結果を長年見ているからわかります。 
 子供たちはまだわかっていません。なんのために中間・期末テストの勉強をしているか。簡単に言えば、内申
を上げるためです。だから、油断は大敵です。良かった科目は「４」「５」になるチャンスです。悪かった科目
は「２」「１」になるピンチです。だから、しっかり分析して期末に挑まなければいけません。これを二者面談
で保護者様と話し合いました。そしてその先を見据え、進路の話までしました。保護者様は君たちの将来を真剣
に考えています。君たちはそれに答えなければいけません。だからやらされるのではなく、自分から考えて勉強
をしてほしい。具体的には、範囲をしっかり読んで、ワークの範囲を終わらせる。プリントはしっかり取ってお
いてファイルしておく。普段の授業をしっかり聞き、ノートをとる。忙しい、疲れたって言って何もしない生活
を変えろ！期末に向けてワークをもうやっておけ！わからないところがあって 5 分考えてもわからなければ、答
えを見て、解き方を覚えろ！答えを見ても理解できないところは先生に必ず聞け！そして自分で解け！解けなけ
れば、もう一度答えを見て、解け！できるまで繰り返せ！それが勉強です！期末テストの 1 週間前までに提出物
を終わらせろ！学校の授業が終わってなくても、答えを見てやりかたを覚えて、何度も解いておけ！それでも無
理なら赤ペンで写してもいい！終わらせろ！ 
それができれば成績はあげられるぞ！油断するな！この期末を全科目（実技も重要だぞー！）まんべんなく勉

強できれば、内申が上がり、君たちがやりたいなと思った進路に進むことができるから！！！本気になった生徒
には翼は全力で応援します。プリントのコピーやなんでも質問に答えてやる。ただ、これだけ言ってもワークを
終わらせられない生徒や忘れ物する生徒には厳しくあたります。覚悟しておいてください。最悪、テスト対策永
久追放するかも。 
 保護者の皆様へ。 
今回のテスト対策から保護者様の協力もお願いします。面談でもお話しましたが、今までのテスト対策での問題
点がありました。テスト対策中は受講科目以外の勉強を生徒たちはやりたがります。全く聞いてない授業の説明
に追われます。通常でやっている科目は普段やっているので、生徒たちは安心しきってテスト対策中はやってい
ないです。原因はいつもテストの範囲のプリントを大量にコピーしてやらせていました。しかし、ほとんどの生
徒はやっていないのはわかっていましたが、やる気になったらと思って全員に配っていました。そのため好きな
科目を生徒たちがやってしまって、こちらも科目の管理ができなくなってしまいました。また、プリントの作成
に時間を取られすぎてしまいました。これからは見直しします。プリントはとりあえず範囲のところは、今まで
通り提出物が終わったら渡しします。ただ、塾で受講している科目は塾で何度もやってください。しかし受講し
ていない科目はご自宅で保護者様が暗記テストしてください。モノグサーを導入しているご家庭は、そちらを利
用してください。こちらでも把握できるので、状況を把握できます。何かあればご相談も承ります。そういでな
いご家庭は、塾で渡すプリントの裏に書かないで、ルーズリーフでテストして丸付けは親御さんが実施してくだ
さい。それを塾に持ってきて提出させてください。それでわからないところや理解が必要なところは親御さんが
ルーズリーフに書いて宿題として提出ください。やはり、受講していない科目の管理は普段、塾でやってない部
分はフォローが難しく、特に暗記については時間を取られます。是非、家庭学習で実施してください。そうする
ことによって、宿題の管理ができますし、科目の管理もできます。これからは必ず宿題を出しますので、宿題を
やらせてください。宿題忘れは、帰らせます。そして、家でやってきてもらい再提出という厳しいスタイルにし
ますのでお願いします。 
 なかなかやれない生徒が多くなると思いますが、それがやれている生徒は成績が高いのが事実です。この習慣
がつかなければ、一生塾に通うことになります。今、やるしかありません。保護者様、忙しいと思いますが、子
供の将来のためよろしくお願いします。 



  
 
 
 
新しいお知らせ 
 

① 現在、塾と保護者の 2 者面談を実施しております。 

既に、提出期限は過ぎていますが、保護者様の要望や塾でのお子様の様子などの情報交流は、今後の学習指

導に有意義であります。進路についても豊富な知識がありますので、まだ面談されていないご家庭は、面談

希望用紙を提出してください。なければ、お子様塾カバンの中をあさってみてください！ 

それでもなければ、お子様にもらってくるよう催促してください！ 

それでも無理なら、電話かメールください！ 

また、今後はホームページにもお知らせをアップいたしますので、ダウンロードすることも可能です！ 

 

② 入試情報などもユーチューブつばさチャンネルをご覧ください。 

その際は、チャンネル登録お願いいたします。 

現在、コロナの収束に向け、私立の説明会も学校で行われるようになったので、我々も実際に行って情報収

集を行っております。いろいろ撮影も行えると思いますので、ご覧いただくとうれしいです。 

 
 
つばさチャンネル QR コード         つばさホームページの QR コード 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 夏期講習のお知らせを６/１３（月）から配布開始いたします！ 

 

訂正前を提出したご家庭は大丈夫です！ 

 
 
 

保護者確認欄保護者確認欄 

  学年（  ）年 氏名（         ）確認日（ / ）サイン OR 印（ ）

塾チェック日（ / ）先生サイン OR 印（ ）、確認後、速やかにお子様に返却します。 

＊プリントをなくした場合は、すぐにお伝えいただくか、翼のホームページで情報発信行っていきます。[学習スタジアム翼]と検

索していただくと表示されます。 

＊Youtube で「つばさチャンネル」のチャンネル登録をお願いします。 

＊時間変更がある場合は、再度お知らせします。 学習スタジアム翼 本町教室 梶谷 042-472-1405 

                                       MIL; stage2000tatata@yahoo.co.jp 

                                         

 

  


