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さあ、新しい年のはじまりです。受験生は目前の目標に向
かって、受験生じゃない生徒さんは夢の実現に向けて。
そしてアイルは新年も勉強のトレーニングにいっしょうけんめ
い！さあ、いっしょにがんばりましょ～う！!
…2018 年も元気にアイル通信のスタートです！！
◇1 月の予定 8 日（月）の祝日は教室をお休みします。
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◆通常授業の授業時間です。

【月～金曜】

①17 時～19 時

②19 時～21 時

【土曜日】

①16 時～18 時

②18 時～20 時

□日曜日・祝日はお休みとなります。

2,018 年 1 月

保護者面談（個別面談）について（中３・高３）
日頃の学習状況・そして今後の指導方針などをお話する機会として、
保護者面談を実施いたします。受験までの学習指導をしていくうえで
保護者の皆様方のご理解をさらに深めていただきたいと考えております。
以下の日程で行いますので、ご都合頂きますようお願い申し上げます。
【日程・時間】
1/17（水）10:00～15：00
1/20（土）10：00～1５：00
1/22（月）10:00～15：00
20 分程度を予定しています。
【内容】 ・受験校について その他
ご希望日時をメールにてご連絡ください。日程を調整のうえ返信いた
します。
出願の関係で別の日程をご希望の方は遠慮なくご連絡下さい。別途
日程を設けます。メールでご連絡いただければ早急に対応させていた
だきます。

今月のひとこと
１１月の保護者面談はお忙しい中ご足労いただき誠にあり
がとうございました。今回もたくさんの保護者のみなさまとい
ろいろなお話をさせていただきました。
今回も塾での勉強だけでなく、家庭での学習状況などおうかがいさせ
ていただきました。どのご家庭でも保護者のみなさんが家庭での学習に
とても工夫されていることに感心した次第です。おうちの方の目が届くリ
ビング学習や、お子様の得手不得手にあわせての家庭学習用の教材
選び、毎日決まった時間に学習時間を設けて勉強の習慣化、継続化。
部活動や習い事でいそがしい中でも時間をやりくりされていらっしゃるこ
となど…。
特に受験生の保護者のみなさんにいたってはこの時期は緊張感が手
に取るようにわかります。（受験する本人より親の方が緊張するんです
よね。私も経験しました。）しばらくは胃の痛い時期が続きますが、お子
さんたちの頑張りを信じて、最後まで見守っていただきたいと思います。

□授業時間は 120 分（小学生・高学年 90 分/低学年 60 分）です。
□授業をお休みされた際はお振り替えください。

◇中３生 土曜日の補習について（希望者）
【日程】 毎週土曜日（1/13 ・ 20 ・ 27）
【時間】 ①16 時～18 時 ②18 時～20 時
【教科】 理科と社会。（中３生は英語と数学の名人もご用意ください。）
・ご希望の方はあらかじめメール等でご連絡ください。
冬休み期間の授業日程と授業時間について
小学生/中 1 ・ 2/高 1 ・ 2 生の 1 月通常授業は 1/4(木)からです。

テストの予定です。
【実施日】1/6（土）と 1/27（土） ※1/6 は中 3 のみ
中３茨城統一テスト/千葉統一テスト（8 時～13 時）受験料 4,000 円
小 5 小学生学力テスト（8 時から 12 時）受験料 3,000 円

次回の保護者面談は受験生は 1 月、他の学年の生徒さんは 3 月を
予定しています。また次回もよろしくおねがいいたします。
冬期集中授業が終わると１月からはいよいよ本格的な入試シーズン
のスタートです。私立中学、私立高校入試、そして大学入試センター
試験とつづきます。最後まで 『本当に行きたい学校に行くため』 にいっ
しょにがんばりましょう。
年が明けると１９年目のアイルのスタートです。
アッという間の１９年目、早いですね。予備校勤務から独立しての
1999 年。その 12 月の冬期授業からスタートしたアイルアカデミー。
（１２月２４日からでした。）最初は中学生 2 人、小学生 5 人からスタート。
意気揚々と授業に臨んだ矢先の高熱。40 度近い高熱を出しながらな
んとか授業を乗り切って…。（いや～、つらかったな～。）ということもあり
ました。
今ではたくさんの生徒さんに来ていただいて、今年も引き続き国立大
学への合格者を輩出するまでとなりました。これもなにより生徒さんの
頑張りの賜物。そして保護者のみなさま、生徒さんたちのアイルの考え
方に対するご理解に熱く御礼申し上げます。
さて、新しい年になってもアイルの考え方はいつもいっしょ。「自分の
意志をもって勉強すること」が最大の効果をあげ、そのためには「勉強

のトレーニング」が大切であるということ。そしてそのトレーニングをするとき
は「いっしょうけんめい」とりくむことが大事であって、私たちはその環境づく
りに最善をつくそうと考えている…ということ。

ブログもどうぞ
鹿嶋で教えるアイルの塾長さんのブログです。

これからも変わらず、さらに進化し続けるアイルでありたいと思います。
新年もよろしくおねがいいたします。

今月の今月のひとこと
2017 年もあっという間に終わろうとしています。今年は
みなさんにとってどんな一年でしたか？
思い通りの一年が過ごせた生徒さんは、さらなる飛躍をめ
ざして 2018 年を迎えてください。今年満足な気持ちが得られなかった生
徒さんは、気分も新たに、いい意味でスタートダッシュができる 2018 年を
迎えたいですね。
今年も学習に関していろいろな質問をいただきました。中でも一番多か
ったのは、「どうやったら覚えらるんですか？」
出来るだけ「速く、たくさん、そして簡単に・・・」覚えたいですよね。
でも・・・・・物事はなかなか思うようにいかないようです…。残念ですが・・・。
写真のノートはある生徒さんの期
末試験前のものです。漢字・単語・
理科、社会の暗記事項がびっしりと、
そして繰り返しートに書き込まれてい
ます。「ノート作り」ではなく、「覚える
ための作業」なんです。
「なんとしても覚えるんだ！」といっ
た真剣な意気込み。そういったたゆ
まない努力、気持ち、集中力が暗記には必要なのかなと思います。多少
時間はかかりますし、なかなか覚えられなくて、投げ出したくなる時もありま
す。でも努力の先にある良い結果の嬉しさはひとしお! 手間ひまをかけた
分だけ、頭にも残ってくれるようです。
暗記に限らずですが、あたえられた課題をこなすことが目的ではなく、
その課題を自分のものにしていってもらえたらと願ってます。
県内でも「インフルエンザの流行の始まり」が発表されました。私たちも
マスクを着用しての指導とさせていただきますので、ご理解の程お願いい
たします。
またこの場をおかりして・・・保護者のみなさまにご挨拶申し上げます。
本年もアイルの学習法にご理解・ご協力いただきありがとうございました。
今後もさらなる努力を続けて参りますので、新年もどうぞよろしくお願いい
たします。

編集後記
12/10（日）に、毎年恒例の湯島天神への合格祈願（あわせて塾生のみ
なさんの健康祈願）に行ってきまし
た。絵馬に受験生全員のお名前を
書いて奉納してきました。
寒いけどとってもきれいな青空でし
た。受験が終わったらこの青空のよ
うに気分よく新生活を迎えられるよ
うに。心からお祈りしてきました。
受験生のみんな、ガンバレ～！

◇アイルではお休み、遅刻などのご連
絡をメールにてお願いしています。右の
QR コードから読み取りいただき、メール
送信をお願いします。
送信の際はお名前をお忘れないようお願いします。
【メールアドレス】 airu2000@softbank.ne.jp

