
ご卒園、 ご卒業おめでとうございます。 小学受験から始まり、 中学受験、 そして高校受験も

無事終了いたしました。 生徒さんそれぞれの頑張りに加え、 保護者の方々の日々のご協力の元、

いい結果を残すことができましたこと、 厚く御礼申し上げます。 今年は例年以上のインフルエン

ザの流行に、 祈るような気持ちでおりました。 幸いなことに、 受験生と教師陣はインフルエンザ

をものともせず、 勉強に打ち込めましたこと、 改めて感謝している次第です。

さて、 ３月より新年度の授業が始まりました。 小学６年生は

中学生の勉強に、 中学生は１つ上の学年の勉強に移行いたし

ました。 新中３、 新中１の生徒さんは新しい科目に戸惑うことも

あると思います。 わからないことなどはお気軽にお問い合わせく

ださい。 私たちは生徒の皆さんがよりよい学年のスタートを切れま

すよう、 応援いたしております。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

塾生と保護者のみなさまへ
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日程 科目 対象
 （英語リスニングなし）第２回

＊当日都合の悪い人は自宅受験も可能です。 事前にご相談ください。

＊志望高校のことなど、 わからないことは遠慮なくご相談ください。

●第２回模試返却は６月下旬です。 判定や偏差値など、 今後の学習に活用ください。 

広島県
５月下旬 英・数・国・理・社 新中３

理科や数学のある分野、 国語の古文 ・

文法など、 苦手な単元はありませんか？　

放っておくとわからないまま新しい単元を勉強

することになります。

土曜日など、 個別授業の時間を設けてい

ますので、 お気軽にお問い合わせください。

ステップワンでは随時保護者面談を行って

おります。 日時は予約制となっておりますの

で事前にご連絡ください。

内申点計算をしますので、 成績表や素点

表をお持ちください。

中学生は成績・素点表を
お持ちください。

保護者面談のご案内      
個別授業を
行っています。

お気軽にご相談ください！



おめでとうございます！格合 合格者の方に受験を振り返ってもらいました 高校受験を終えた生徒のみなさんに、 受

験を振り返ってもらうアンケートをとりました。「が

んばって良かったこと」 には全員 「勉強」 との

答えでした。 また、 「塾に通い続けたことが合

格につながりました。」 「学校の勉強だけでは

無理だった。」 と多くの生徒が答えてくれました。

学校の定期テストと入試問題は全く違いま

す。 学校のテストでは点がとれるのに、 入試

問題は歯が立たないという声をよく聞きます。

学校の進度が遅いため、 受験対策の時間が

とれないのも大きな要因でしょう。 さらに応用

問題も省略しているようです。 学校の進度と

その内容だけで入試に挑むのは、 選抜Ⅰな

らまだしも、 選抜Ⅱで高得点を必要とする高

校であればもはや至難の業でしょう。

ステップワンでは中３の夏から進度を早め、

土曜の特訓も合わせて、 年内にはすべての

科目がひと通り終了するようカリキュラムを立

てています。 そして１月からは過去問特訓に

入り、 各志望校に向けて目標点が取れるよ

うに指導していきます。

今回、 がんばった受験生は休日１０時間以

上の勉強をしたようです。 最後の１か月は、

休みの前には 「○年度の数学をください。」 「○

年度の理科と社会をください。 日曜日にやりま

す。」 と、 生徒自ら申し出るようになりました。

受験を通して生徒さんや保護者の方は

様々なことを感じられます。 それは 「努力し

た自分がいること。 そして努力の大切さを家

族が共有できたこと」。 ある方からは 「本当

に貴重な経験ができた１年間でした。」 という

涙ながらの言葉もいただきました。

先日は３年前の卒業生、 つまり高校３年

生が教室に寄ってくれました。 「中学生で必

死に勉強した経験があるので、 高校生になっ

ても、 勉強すべき時は勉強できた」 と言い、

それぞれ新しい進路に向かって歩き出すこと

を、 とびきりの笑顔で報告してくれました。

目標に向かって努力する

こと、 努力し続けていると

いうことを知り、 私たちもと

てもうれしくなりました。

私立中学の勉強と並行して、受験勉強しま

した。理科・社会は受験前まで苦労しましたが、

最後の最後まであきらめず、ひたすら勉強

しました。過去問は本当にたくさん解きま

した。そのおかげで受験当日、英語・国語

は自信を持って受けることができました。

ここ３年ほど、 毎年のように問題の出題形式が変わっ

てきています。 記述や完答が増え、 形式が変わるとい

う心理的不安も相まって、 平均点が例年より低くなって

いると思われます。 しかし、 過去問は大いに役に立ち

ます。 実際の問題を時間内にいかに正確に解いていく

かが、 とてもいい実践練習なのです。 たくさんの過去

問を解くことで、 自然と類似問題に気付くようになりま

す。 また、 以前解いた問題を踏み台にして、 新しい

問題に取り掛かることもできます。

いずれにしても、 暗記だけではなく、

自分で考えたり読み取ったりする力は今後

ますます必要となってくると思われます。

高校入試を終えて…

舟入高校さん

ステップワンから

学年末テスト結果
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中３の定期テストは１月下旬に行

われます。 受験勉強と並行しながら

のテスト勉強はきつかったはずです。

しかし、 受験勉強がそのまま定期テ

ストの勉強にもなる部分もありました。

中１ ・ 中２は、 中３が受験勉強に

打ち込む姿を見ながら、 テスト勉強

をしました。 学年最後のテストとなる

と、 広い範囲、 難易度の高い問題

と、 生徒さんにとって難しいテストと

なったようです。 しかし、 中３の真

剣な姿を前にするこの時期は、 下

級生も精一杯頑張りました。

英語が難しかったので、数学は意地でも解

いてやろうと頑張りました。塾では５教科

の過去問をたくさん解いていくうちにだ

んだん慣れて、スピードも上がってきまし

た。休みの日も過去問の見直しをして、次

は絶対間違えないぞという気持ちで勉強

しました。入試演習と似た問題が出て、復

習していてよかったと思いました。

皆実高校さん

とにかく実力をつけて本番に臨むしかあり

ませんでした。年明けからの休日は10時

間以上の勉強に励みました。合格発表の日、

友達と芝生の上を転がるくらい喜び合いま

した。志望校のランクを下げず、強い気持

ちを持って勉強しました。やっていてよ

かったことは「塾に通い続けること!」です。

井口高校くん

五日市からの通塾だったので、個別指導や

土曜特訓で勉強しました。入試直前演習は、

実際の数学の問題と似ているものが出て、

やっていてよかったと思いました。模擬テ

ストも受験校を決める参考になりました。

井口高校くん

観音高校、廿日市高校、県立広島商業高校、県立広島工業高校
広島国際学院高校（特進特待）、崇徳高校（特進特待）、山陽高校（特進特待）など

上記以外の
合 格 者
　


