2020 年 11 月号

霜月

しもつき

No.484

山茶花（さざんか）

1.
2.
3.

勉強会（期末前）
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読書の秋、勉強の秋。中学校の中間テストは一学期の分も含まれていて出題範囲が広く
大変でした。11 月下旬には期末テストです。準備を始めましょう。

1.

期末テスト前

勉強会（中学生は全員参加してください）

期末テストに向けて、勉強会を開きます。
各教室とも 11/21（土）、22（日）、23（祝）
時間
午前 9:00-12:00
午後 1:00- 4:00
都合で参加できない日時のある人はお知らせください。
11/23（祝）通常の授業はありません。
今回は、テスト終了直後の授業を休みとします。

2.

中 3 の北辰テスト申込
申込み 11/16（月）までに
12 月 6 日（日）の第７回北辰テストの申込み期限です。通常の問題か
学校選択問題を選んで申込んでください。
受験料

3.

4,730 円（税込）

学力評価テスト（塾内）
次回のテストは、下記の日時に行います。
中 1・中 2

11 月 14 日（土） 午後 7:00-8:50

小 5・小 6

11 月 16 日（月）〜 20 日（金）授業時

出題範囲
小5
小6
中1
中2

国語
算数
国語
算数
英語
数学

物語・説明文・漢字の成り立ち
平均・分数
物語・随筆・文の書きかえ
速さ、比例
期末テスト (Program 7 〜 8)
期末テスト ( 比例と反比例 )

英語

期末テスト (Program 6 〜 7)

数学

期末テスト ( 一次関数、角度、合同 )

英語の学習法
○覚えてまねること
日本語は、みんな話しています。言葉はまわりの人が使うのを見たり聞いたりしながら、
それをまねして覚えてきました。3 歳の時にはまだ文字は書けませんでしたが、しゃべる
ことはいろいろできました。自分はこうだ、と言いはることもできました。日本語は聞く
ことと話すことがまずできるようになったわけです。
英語を勉強するときも、このことをいつも思ってください。まず音声として英語をつか
まえること、教科書の音読を上手にできるようになることはとても重要なのです。テスト
では文字で書いて解答しますが、いきなり文字で覚えるのはつらい勉強法です。毎日、楽
しく教科書を音読して覚えるまでくりかえし、ついでに書けるようにしておく、というく
らいがよいでしょう。E テレの基礎英語 0（小学生）、基礎英語 1 〜 3（中学生）もおす
すめです。

○自分でつぶやいてみる
教科書の文をいろいろと覚えたら、道を歩きながら、こういうのは英語でどう言えるか
な、と試みてみましょう。さっと言えないことが多いてすが、ものの言い方は一通りでは
ありません。別の言い方でなんとかならないか、やってみましょう。まじめにやってでき
ないことも、ふざけてやればできたりします。

○書いて覚える + 打ちこんで覚える
美しく文字が書けることは大切です。英語の美しい筆記体で手紙をいただくと、先方の教
養を感じます。しかし、実務上はメールのやりとりにしても英文を打ち込むことがほとん
どです。東大能研では英文を打って覚えることにも力をいれています。授業時にもやって
いますが、ご自宅のパソコンでもネット上で練習できるようになっています。やってみて
ください。

小学生
教科書 Blue Sky 準拠

中学生
教科書 Sunshine 準拠

http://510.tnoken.com

http://610.tnoken.com

冬期講習 2020
2020 年

冬期講習日程

学校の授業は、二学期になって一気に進み、例年と同じところまできています。
冬期講習で確認しながら。弱点があればしっかり復習しておきましょう。

教材費を含む税込

中3

12/26 〜 31, 1/4 〜 6（9 日間）
国数英理社 公立・私立受験対策
午前 10:40- 16:10（昼休み 60 分）

34,600 円

中2

12/26,28 〜 30, 1/4 〜 6（7 日間） 数学 連立方程式、一次関数、図形
午後 7:00 〜 9:10
英語 動詞の用法、不定詞・動名詞など

14,500 円

中1

12/26,28 〜 30, 1/4 〜 6（7 日間） 数学 文字式 方程式などの復習と予習分野
午後 7:00 〜 9:10
英語 動詞と文法 疑問詞
13,700 円

小6

12/26,28 〜 30, 1/4 〜 6（7 日間） 算数 分数 比 速さ、比例と予習分野
午前 8:50 〜 10:30
国語 説明文、物語の読解、漢字
英語 英文法の初め（中学準備）

小5

11,200 円

12/26,28 〜 30, 1/4 〜 6（7 日間） 算数 小数 分数 割合などの復習と予習分野
午前 10:40 〜 12:10
国語 説明文、物語の読解、漢字
9,100 円
英語 Unit 5 〜

IoT（Internet of Things）をやってみよう
○自分でつくったウェブサイトから、向こう側の LED を
WiFi で点滅コントロール
小 5・小 6
12/26（土）はプログラミングの授業
午前 10:40 〜 -12:10

小4

12/28 〜 30,

1/4 〜 6（6 日間）

算数

三角形

割算

小数

分数など

午前 9:00 〜 10:30

国語

物語・説明文の読み取り、漢字

8,100 円

小 3 〜 1 12/28 〜 30, 1/4 〜 6（6 日間）

算数

文章問題、計算、図形

8,100 円

午前 9:00 〜 10:20

国語

読み取り、言葉、漢字

○兄弟姉妹割引で受講料が半額に
○お友達もお誘いください。
問い合わせ
与野教室
三室教室
Web 塾

☎ 048-874-3159
☎ 833-8384
さいたま市中央区下落合 3-7-1
☎ 874-2572
さいたま市緑区三室 1972-9
https://todainoken.jp/web_juku.php

