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第１回

＊当日都合の悪い人は、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。

（中３ ：英語リスニングなし）

広島県内 日程 対象３月２８日土 新中学３年生

近隣の公立中学校は、 学年末テスト1週間前に突入しま

した。 土日の個別授業の予約が増え、 夕方からは自習す

る生徒の姿が見られるようになりました。 今回のテストは今ま

でのテストよりもさらに内容が難しく、 範囲もかなり広くなって

います。 生徒たちは、 部活に塾に対策に…、 と大変な毎

日ですが、 学年を締める大切なテストです。 新学年でいい

スタートが切れるよう、 この学年末テストを一緒に乗り越えていきましょう。

中学３年生は選抜Ⅰが終わり、 すでに第1志望を合格し、 受験が終わった人、 私立受験が

終わった人、選抜Ⅱに向けて勉強している人、様々です。毎週土曜日は本番さながらの入試(選

抜Ⅱ)そっくりテスト (５科目)を受けていますが、 これが、 本当にけっこうキツイのです。 終わっ

た後は、 どっと疲れ果ててしまうくらいです。 けれども、 それもあともう少しです。 ３月上旬の本

番まで、 最後の最後まで粘り抜いていきましょう。

科目 英・数・国・理・社

全県模試結果

中２

理科３１位

塾生と保護者のみなさまへのお便り

教室のきまり

（約１６００人中）

全県模試結果

中３

英語６２位
（約４９００人中）

❻マンガ ・ ゲームは持ってこないこと。 うっかり

かばんの中に入っていたときは、 出さないよう

にしましょう。 携帯でのゲームも禁止です。

❼塾のものはみんなが使うものです。 机や壁に

傷をつけたり、 落書きをしたりしないこと。 次

の人が気持ちよく使えるように机の上は清掃し

て帰りましょう。

❽中学生は、 部活の後、 夕食を食べる時間な

く塾に来る場合もありますので、 塾におにぎり

等を持ってくることを認めます。 ただし、 授業

中に食べたりしないこと、 空腹を癒す程度にと

どめること、 そして、 後片付けをきちんとする

こと。 小学生は禁止です。

❾塾の終了時間は遅くなります。 寄り道せずに

まっすぐ帰宅すること。

10外で大きな声で話したり、 騒いだりしないよう

にしましょう。 近隣の迷惑になります。

❶ 「あいさつ」 は基本です。 明るく元気な 「あい

さつ」 をこころがけましょう。

❷ 「できるようになりたい」 という意欲を持ってくだ

さい。 意欲のないところに進歩はありません。

❸授業中は、 先生の話をしっかり聞きましょう。

学校の授業、 塾の授業をしっかり聞くだけで、

ずいぶん力がつきます。

❹わからないところは積極的に質問しましょう。

ただし、 調べるとわかるようなものは、 まず自

分で調べる習慣をつけましょう。 まずは自力で

やってみて、わからないところは質問しましょう。

❺遅刻・欠席をしないこと。 病気や法事などで、

どうしても遅れたり休んだりしなければならない

時は、必ず電話、メールなどでご連絡ください。

◆中学生コース 時間割表（2020年３月以降）
時間 月 火 水 木 金 土

19：00 ～
20：15

１コマ目

２コマ目
20：25 ～
21：40

21：40 ～ 質問・プリントなど補充授業

（10月
～
２月）
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❶❷❸：学年

自転車は必ず駐輪スペース

の中に、 奥から詰めて停め

てください。 少しでも道路に

はみ出さないように気をつけ

てください。

●一斉授業コース…75分　●超少人数（じっくり）コース…75分

※国語は月２回の受講となります。

※夏休みは夏期講習(全学年)が実施されますので、 特別時間割となります。

※冬期講習は中学３年生のみ実施いたします。

※中学３年生は、 ５科目受講となり、 年間５回の全県模試を実施いたします。

※超少人数コースは上記以外の曜日にも行うことができます。 ご相談ください。
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休塾日のお知らせ

通常授業は

お休みです。

授業後はまっすぐ帰りましょう 駐輪場について

保護者からの連絡で、 塾を出て1時間経っても帰

宅していない生徒がいました。 当塾では、 延長授

業がある場合、 必ず保護者に連絡するようにして

います。 教室を出た後はまっすぐ帰りましょう。

自転車は必ず駐輪場内に停めてくだ

さい。 道路にはみ出すと、 奥にある

家の車が通りにくくなります。 停めにく

いときは、 教室に言いにきてください。



結論から言います。 “結果の出ない原因は自分自身にある”

ということです。

成績が上がらないのは 「学校の先生の教え方がわかりにくい」 とか 「となりの子が話しかけてく

るから勉強できない」 とか、 自分の勉強が進まない理由をそのように言ってくる人は毎年たくさん

います。 ハッキリ言います、 人や環境のせいにしている人で、 学力が上がる人はほとんどいま

せん。 「勉強時間は毎日どのくらいやってる？」と聞くと、 「昨日は疲れてあまりできませんでした。」

「試合があったので少ししかやっていません。」 「風邪をひいたので、 宿題ができませんでした。」

という感じの答えが返ってきます。 しかしこの返事から、 おそらく計画的に勉強をしていない、 と

いうことが容易に想像ができしまいます。 その日、 その日に流されて、 いわゆる無計画で勉強を

しているということです。

そして、 たいがい、 塾の宿題もやってきません。 やってきたといっても、 明らかに答えを写し

ていたり、 今やらなくてもよいような、 簡単なページを選んで形だけやってくる。 つまり、 自分で

やるべきこともやらないで、 できない原因をいつも自分以外のせいにしていては、 当然成績

など上がるはずがないということを知っておいてください。

まず、 まわりのせいにする前に、 計画を立てて、 やるべきことをやる。 本気で勉強に取り組

んでみる。 そうすると、 必ず大逆転のときがきます。 「～だからできない。」 とか、 言い訳をす

る前に、 点数が悪いのなら勉強を真剣にがんばってみて、 良い点数をとれ

るように努力すればいいだけです。自分の心に負けずに、がんばってください。

テスト前の心得で伝えたいこと

コース・定員 ：機械科・自動車科・電気科・情報電子科・建築科・環境整備科　各４０人

　　　　　　　　　（選抜Ⅰの定員各学科５０％　面接・実技検査）

偏差値 ： ４２

所在地 ：広島市南区東本浦１－１８　　

広島市立　広島工業高等学校

広い分野で活躍できる技術者を目指す機械科は、 モノづくりの基礎 ・基本から学習する。 県内では唯

一設置されている自動車科では、 在学中に３級自動車整備士免許が取得可能である。 電気科では、 「電

気基礎・電子」を基盤にして「電力・通信・制御・情報」の専門分野を学び、必要な単位を得て卒業すると、

第二種電気工事士など試験が免除されるなど有利に資格が取得できる。 情報技術のスペシャリストを目

指す情報電子科は、 広島市立大学との高大連携事業を行い、 ITパスポート、 工事担当者デジタル３種

などの資格取得に取り組んでいる。 建築科では、 計画や設計 ・施工技術などの基礎を取得するとともに、

コンピュータを利用した設計 ・生産システムを系統的に学習する。 環境整備科は、 建物の設備に関する

設計・施行ができ、様々な環境問題に取り組んでいく。また、進路に合わせて取得可能な資格が多数あり、

常に就職希望者は100％の採用内定が続いている。


