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１６月の予定（全コース）                

 
5 月中旬～下旬 中学生対象・定期テスト対策特別補習(無料)  ※1 

6 月 1 日(土) 第１回 英検               ※２ 

6 月 3 日(月)～6 月 8日（土） 全国統一テスト開始（小学進学クラス・授業内実施） 

6 月 8 日(土) 
中 1～3 茨城統一テスト           ※３ 

小学生特訓月例テスト 

6 月中旬～下旬 中学生対象・定期テスト対策特別補習(無料) ※1 

6 月 22 日(土） 第１回 数検 

7 月 1 日(月) 計算コンテスト開始（中学生） 

7 月 6 日(土) 月例テスト（小学生受験・中３新守谷特訓生のみ） 

7 月 12 日(金) 第１回 漢検   英単語コンテスト開始  

7 月 20 日(土)  中学入試説明会 

※１ 個別コース生もふるって参加して下さい。 
   お申し込みの必要はありません。 
※２ 検定を受ける方には、過去問集などの対策本を貸し出しています。（無料） 

在庫に限りがありますのでご希望の方はお早目にお申し出ください。 

※３ 個別コースの中学生も受験可能です。 
   希望者はお申し出ください。 
   母集団が 10000 人以上と最も大きいため、成績評価と志望校判定がどのテストより 

正確に出ます。特に中学 3 年生には欠かせないテストです。よって他塾生にも門戸を 
開いています。塾生でなくても受験できますので、お知り合い・友人にもお伝えください。 

２パルでテスト対策を（小学生全員） 

   進学クラスの小学生には、6月 3日（月）から始まる全国テストの対策用に Aパルを、 

受験クラス生には 6月 8日(土)月例テストの対策用に Bパルを配布しています。パルでテスト対

策を必ずやりましょう。解答を読んでも分からない問題は塾の先生に質問してください。 

３クリアブックを忘れずに 

塾の授業と家庭学習を結びつけ、通塾効果をより高めるために全塾生にクリアブックを

渡してあります。宿題表や予定表、プリント類を入れて授業時に持参するように指導して

います。 

 

 

 

 

 

 

 



 

４第１回小学生計算コンテストの結果発表！ 

 優 秀 賞 

   小３ 小林 虹太郎さん  １００点 (守谷) 小６ 中島 明日香さん  １００点（取手） 

小４  数藤 彩桜さん   １００点 (取手)    渡辺 城太郎さん   ９５点（取手） 

      森  愛結さん    ９５点 (守谷)    貝塚 優斗さん    ９５点（守谷） 

       菊原 梓さん     ９５点 (守谷)    勝俣 理子さん    ９５点（守谷) 

       田口 亜子さん    ９５点 (守谷)    佐藤 有紗さん    ９５点（守谷） 

小５ 岡田 涼雅さん    ９０点（守谷）   海老原妃生さん    ９５点（守谷） 

谷口 一基さん    ９０点 (守谷)    上井 開斗さん    ９５点（守谷） 

小林 大起さん    ８５点（取手）         

上原 圭翔さん    ８０点（取手） 

 松元 虎さん     ８０点（戸頭） 

       

以上が４月中旬に行われた小学生の計算コンテストの結果です。皆さん、よく頑張りました。 

受賞者全員に５００円分の図書カードをプレゼントします。惜しくも受賞できなかったみんなも 

次回は図書カードをゲットしてください。 

 

５第１回中学生英単語コンテストの結果発表！ 

 

                 優秀賞 
      
         中１  １位  本間 美咲さん （守谷本部） 

             ２位  櫻井 隼人さん （新守谷） 
             ３位  清水 歩里さん （守谷本部） 
         中２  １位  威徳 恭安さん （新守谷） 
             ２位  加納 菜々子さん（取手本部） 
             ３位  花岡 希遥さん （取手本部） 
         中３  １位  蛯原 まのあさん（守谷本部） 
             ２位  海老原知美さん （新守谷）  
             ３位  山瀬 史帆さん （新守谷） 
     

       

 

 

 以上の皆さんが優秀賞に選ばれました。入賞した皆さんには図書カード５００円分を 

進呈いたします。今回、イマイチ頑張れなかった皆さんも次回は満点を目指して頑張りましょう！ 

 



６全国統一テスト範囲（小学生） 

 小 6進学 小 5進学 小 4進本科 小 3本科 

国語 説明的文章の読解

/随筆の読解/漢字

の読み書き/熟語

の組み立て/文の

組み立て/送りが

な 

物語の読解/漢字

の読み書き/詩の

鑑賞/かなづかい 

物語の読解/詩の

鑑賞/詩の鑑賞/漢

字の読み書き/反

対語/カタカナこ

とば 

物語の読解/漢字

の読み書き/音読

みと訓読み/多く

のいみをもつこと

ば/つなぐことば 

算数 対称な図形/文字

と式 

復習(計算/平均/

単位量あたりの大

きさ/割合/図形な

ど 

 

復習【計算/整数と

小数/図形など】 

復習【計算/図形な

ど】 

選択Ⅰ…角の大き

さ 

選択Ⅱ…1 けたで

わるわり算（筆算） 

かけ算のきまり 

復習【計算/長さ･

かさ・時間/長方形

と正方形/はこの

形 など】 

 

７中学受験月例テスト範囲 

 国語 算数 理科 社会 

小５B (アドバンスⅡ 

６～８) 

漢字の読み書き/

漢字の成り立ち/

音読みと訓読み/

物語の読解/随筆

の読解 

（アドバンスⅡ５～７） 

絵や図を使って解く問題（植木算、

方陣算、消去算などから出題）/体

積と容積/体積と容積の利用（表面

積、水の深さの問題などから出題）

《小数/角/面積/線分図を利用す

る問題》 

（アドバンスⅡ４～６） 

雲と雨/天気の変化/季節

と気温の変化/復習（季節

と生物/熱の伝わり方/電

流/水の変化など） 

（アドバンスⅡ4～7） 

果物づくり・畜産業/

日本の農業の特色/日

本の水産業・林業 

復習《米作り/米以外の

穀物づくり・野菜づく

りなど》 

小６B （アドバンスⅢ 

12～15） 

漢字の読み書き/

熟語の組み立て/

同音異義語/三字

熟語/四字熟語/

詩の鑑賞/物語の

読解 

（アドバンスⅢ ６～１１） 

速さに関する問題（旅人算、通貨

算、流水算、時計算などから出題）

/和と差に関する問題（線分図を使

って解く問題）、面積図を使って解

く問題などから出題）・比と比の性

質 

《図形（角度、面積、対称図形）/

分数など 

（アドバンスⅢ 5～8） 

植物のはたらき/生物と

環境 

 

復習《ものの燃え方/もの

のあたたまり方など》 

(アドバンスⅢ 5～8) 

鎌倉時代/室町時代/安

土桃山時代/ 

 

復習《飛鳥～奈良時代/

平安時代》 

テスト対策用の Aパル・Bパルを 5月 25日（土）から渡します。 

しっかり対策勉強をしておきましょう。 

 

 

ファクトフルネス（ハンス・ロスリング） 

 問題です。 

◎ 世界人口で極度の貧困にある人の割合は過去２０年でどう変わったでしょう？ 

    １．２倍  ２．あまり変わってない ３．半分 

 ◎ 世界の１歳児で何らかの病気に対し予防接種を受けている子はどれくらいいるでしょう？ 

    １．２０％   ２．５０％   ３．８０％  

答えはどっちも３です。 

僕らの「常識」がいかに古いかをこの本は教えてくれます。 

マインドを変えるとってもいい契機になりますよ。 

 



８第２回 茨城統一テスト範囲（中学生） 

 中 3 中 2 中 1 

国語 文学的文章の読解･鑑賞 

説明的文章の読解 

詩の鑑賞 

古典の鑑賞と読解 

文法 

漢字・語句 

文学的文章の読解･鑑賞 

説明的文章の読解 

詩の鑑賞と読解 

漢字の読み書き 

文学的文章の読解・鑑賞 

説明的文章の読解 

詩の鑑賞と読解 

漢字・語句 

英語 リスニングテスト 

受動態 

英作文 

1年生の全範囲 

一般動詞の過去形 

（規則動詞・不規則動

詞）ｂｅ動詞の過去形 

（was,were）を用いた文

過去進行形（～していた）

の文 

be going to～の文 

連語‣慣用句的表現 

リスニングテスト 

あいさつ身の回りの英

単語・アルファベット 

教室英語 数字 

I am～ の文 

You are の文 

Are you? の文 

連語・慣用的表現 

数学 １・２年学習領域の復習 

多項式の計算 

因数分解 

１年学習領域の復習 

式と計算（式の利用ま

で） 

小学生復習 

正の数・負の数 

(加法・減法まで) 

社会 [地理] 

総合 

 

 [歴史] 

古代までの日本 

中世の日本 

近世の日本 

開国と近代日本の歩み 

二度の世界大戦と日本 

（大正時代まで） 

共通問題 

地理) 世界のすがた 

 世界各地の人々の生

活と環境 

 世界の諸地域 

歴史) 古代までの日本 

 中世の日本 

選択問題 

(※AB の 2 領域から、1

領域を選択) 

A)地理） 南アメリカ州 

     オセアニア州 

B)歴史） 近世の日本

(全国統一まで) 

共通問題 

小学校の復習 

選択問題 

(※AB の 2 領域から、1

を選択) 

A地理) 世界のすがた 

B 歴史) 世界の古代文

明と宗教のおこり 

 

理科 １・２年学習領域の復習 

[単元 1] 

物体の運動  まで 

       

１年学習領域の復習 

植物の生活と種類 

物質のすがた 

地層 

光・音・力 

[単元Ⅰ] 

物質の成り立ち まで  

小学校の復習 

 

身近な生物の観察  

植物の体のつくりとは

たらき（花のつくりとは

たらきまで） 

        

９個別コースの中学生の保護者様へ 

 当塾では偏差値と志望校判定を正確に診断する為、中学生は県内で最も母集団 

が大きい「茨城統一テスト」を受けています。本科生（クラス）は原則全員受験ですが個別生は 

任意としています。理由は、個別生の中には私立中学、並木中学生も在籍しているためです。 

 その為、個別生の方はテストの度に申し込んでいただいています。学力向上には定期的に自分の 

偏差値を確認することが大切です。上がっていれば今の調子を崩さず、少しでも下がったら気を 

引き締め机に向かう時間を増やす。中学生は個別生も茨城統一テストは是非受けて下さい。 

方法は①教員に申し出るか総合案内（0120‐958‐375）に電話する。 

     ②テスト代 4000 円（税込み）を持参し、日程を確認する。 

特に６月８日（土）に実施する茨城統一テストは約４００塾が参加する最大規模のテストです。 

奮って参加させて下さい。尚、８日（土）が都合悪い場合はご相談下さい。 

     


