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お知らせ
の

皆様、 いつもステップワンにご理解ご協力いただきありがとうございます。 早いものでもう年度

末です。 生徒の皆さん、 一年間の集大成となるよう各々の課題に取り組んでいきましょう。

中３は入試過去問題を数多くこなす時期となりました。 その真剣な様子に中１ ・ 中２の生徒さ

んも刺激を受け、 一緒に勉強に励んでいます。 「勉強はあまり好きではないんよね。」 といいつつ、

「僕、 結構できるかも。 えらい？」 とニコニコ顔で時間いっぱいやりきる中１。 勉強はわからない

と苦痛に感じます。 でも、 わかり始めるとちょっと楽しい。 もう少しやってみようかな？と思えます。

一生懸命勉強できた日は 「あっという間の２時間でした！」 と満足そうな笑顔の生徒さん。 「今

日はよく頑張ったよ。 また明日ね。」 と、 穏やかな会話は心地いいものです。

一方、 小中学校ではインフルエンザの流行が続いていますので、 教室でも引き

続き、換気・加湿など注意してまいります。入試まであと少しです。受験生の皆さん、

ご家族の皆様、 どうか万全の体調で本番を迎えられますようお祈り申し上げます。

＊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１回模試返却は４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。

ステップワンでは中学生を対象に、 広島県の入試問題に

即した 「広島県全県模試」 を行っております。 広島の受

験生の中での自分の位置がわかる偏差値に加え、 中３で

は志望校判定 ・ 志望校ごとの順位も出ます。

中３は年間５回実施

中１・２は年間２回実施

（英語リスニング３回 ・ ４回 ・ ５回）

（第３回 ・ 第５回）

※希望者は１～５回まで毎回受験できます

 （英語リスニングなし）

英・数・国・理・社

日程

小学生

中学生

３月下旬

対象 中学３年生

科目
広島県第 回１

他の学年も受験可能です。 お気軽にお問い合わせください。

３月１０日（金）・１５日（水）・３０日（木）

３月１０日（金）・３０日（木）

中学生は３月２０日（月祝）の振替を15日（水）に行います。

塾生と保護者のみなさまへ
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コース ・ 定員 ： 普通科…２００人 （選抜Ⅰの定員４０人）

　　　　　　　　 普通科 理数コース…８０人 （選抜Ⅰの定員４０人）

　　　　　　　　 選抜Ⅱの傾斜配点…数学 ・ 英語 （２倍）

偏差値 ： ６２

所在地 ： 広島市中区国泰寺町１丁目２－４９

広島県立　広島国泰寺高校

県内で最も古い歴史を持ち、 スポーツもさかんな文武両道の高校。 普通科は２年生

から 「文科型」 「理科型」 に分かれて、 進路目標に応じた学習をする。 普通科理数コー

スは１年生から理科３科目を学習。 全員 「理数ゼミ」 に所属し、 研究者の育成を目指

した高いレベルの教育を受けることができる。

普通科 ・ 理数コースともにハワイ修学旅行を実施。 この他、 短期留学 ・ 海外語学

研修など、 国際交流活動にも取り組んでいる。 平成２２年度卒業生より、 国公立大学

延べ合格者数は200名 （卒業生の約70％） を突破した。

テキストやプリントをしても、 わからないとこ

ろは × をつけ、 赤で答えを写しただけで終

わる生徒がけっこういます。 なぜ、 そうなる

のか見直さないで、 結果の点ばかりを気に

する子が多い。

当塾では復習を大切にしていますので、

できなかった箇所は何度も繰り返し復習し、

できたかどうかプリントで確認しますが、 同じ

プリントを5週続けてやったところ、 毎回、 同じところを間違える生徒が複数人いました。

これは、 家で勉強する際に見直しをしていないのが原因だと思います。

学力が伸びる生徒は、 自分が納得するまで

見直しをしています。 「カタチ」 だけ、 勉強 ・

宿題をするのではなく、 同じ間違いをしないよう

に、 しっかり理解し、 トレーニングしていくことが

大切です。

プリントや、 ノートを埋めたことで満足しないよ

う、 しっかり 「見直し力」 を身につけてください。

内申点とは個別の通知表を得点化したもので、 入

試の際には学力とともに重要なポイントとなります。

成績表をみると 「関心 ・ 意欲 ・ 態度」 などの項目

がありますね。日頃の授業態度・挙手回数・

忘れ物の回数 ・ 提出物などは

今すぐできる取り組みです。

「定期テスト 50％＋授業

態度 50％」 で内申点アッ

プを目指しましょう！

選抜Ⅰ（推薦）　内申点の計算方法

選抜Ⅱ（一般）　内申点の計算方法

９教科×５段階×３学年＝１３５点

５教科×５段階＋４教科×５段階×２倍

１年　４５点 ２年　４５点 ３年　４５点

６５点×３学年×１３０／１９５＝１３０点

１年　６５点 ２年　６５点 ３年　６５点

国 社 数 理 音 保 美 技 英

５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５

国 社 数 理 英 音 保 美 技

５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５

小論文・面接・実技など入試

学力検査 ５教科×50点／２＝１２５点入試

「高校受験に内申点が大きく関

わっていることを知らなくて、中

３になって慌てちゃいました。

もっと早く知っていれば…」と

いう後悔の声を聞くことがあります。そうならないよう、

内申点対策は中１から行っておくべし!!

※高校によって傾斜配点あり

振替授業は原則として月１回までとしま

す。 通常授業を優先するため、 振替日時

はステップワンで決めさせていただきます。

新学年に向けて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。

第５回

広島県内全県模試

授業の振替について

保護者面談のご案内

理科 ・ 社会、 前学年の計算ドリルなど、

塾用テキストを販売しております。 家庭学

習にご利用ください。

各種テキスト販売しております
70位国語

さん

さん

・ 中３　受験者５０００人中 ・

24位国語 さん

94位５科目合計 さん

・ 中２　受験者１８００人中 ・

この問題
わからなかったな…
なんでこの正解に
なるんだろう？

あのとき

しっかり見直しを

していたから

本番でバッチリ

できたぞ！

み なお りょく


