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お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R3 年 9 月 25 日

No.114

中学生のみなさんは中間テスト直前ですね。勉強していますか？期末テストも同じことで
すが、テスト一週間前から、ましてや直前にテスト勉強を始めるのでは遅すぎます。試験
範囲が発表されていなくても、出題範囲は 1 学期末から今まで学習したところが含まれる
はずなので、まずはそこを勉強しましょう。特にテスト前の授業で、担当の先生が力を入
れて説明したところ、テストに出るとおっしゃったところは必ずメモして帰って、しっか
りと覚え直しましょう。授業中のヒントを聞き逃さないことも重要なテスト対策ですよ。

☆10 月の予定☆
10/8（金）～14（木）
：塾内テスト
山塾 LINE では授業内容や宿題の案内、お
知らせ、欠席のご連絡などを承ります。
登録後は、必ず生
徒名をお送り下さ
いますようお願い
します。

ピンチをチャンスに
今年はオリンピックにより 10 月のスポーツの
日が移動したので、祝日がありません。そのた
め、中間テスト後は一気に学校の授業が進むと
思われます。秋の気候に気持ちものんびりしが
ちになりますが、ぼんやりしていると置いてい
かれてしまいます。でも、自分がそうなる時は
周りも同じだとも言えます。そう考えれば、逆
に差をつけるチャンスでもあるわけです。秋の
夜長を勉強に使って、実力を蓄えていこう。

★今村先生のつぶやき★
今回は実行できる計画の立て方についてのお話です。以前、やることリストについても書きましたが、効率よく
勉強して自分の時間をより多く作るために是非実践して、一生使えるスキルを今のうちに身に付けましょう。
①計画は時間ではなく量で考える…「英語を 1 時間する」ではなく「英語を 3 ページする」という感じで計画を立て
ましょう。ダラダラやった 1 時間 5 ページより、集中した 30 分 3 ページの方が確実に自分の力になります。
②できない計画を立てない…「毎日 10 ページ頑張る」と意気込んで決めても、初日から辛すぎると後が続きませ
ん。さらに挫折すると後の全ての計画が崩れてきます。最初から無理な計画を立てないようにしましょう。
③細かめにやることリストを作り、出来たら消していく…終わらない作業ほど辛いものはありません。これは以前
も説明しましたが、今日する勉強内容を、科目やページなどで区切ったリストを作り、できたものから消す作業
をしましょう。やるべきことが消えていく達成感が目に見えるので、次へのやる気が保てるようになるはずです。
④終わったら遊ぶなどご褒美を作る…勉強が終わるまで遊びたい気持ちは我慢しましょう。その代わり、終わっ
たら思いっきり好きなことをしましょう。努力の後には楽しみがあることを脳に記憶させます。メリハリある行動
をして自分の中のスイッチをコントロールできるように。勉強中はテレビとスマホの電源は切っておくこと。
予定と計画は違います。必ず実行する事を計画と言います。どうせやるなら自分のプラスになるように。そして嫌
なことは集中して終わらせて、後で遊ぶ。短期集中で無駄なく勉強しましょう。
コイは 200 年生きられる
コイは非常に長生きで、平均寿命は 25～30 年です。でも、200 年くらい生きること
もあり、世界記録は日本でなんと 226 歳。名前は「花子」だそうです。
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②できない計画を立てない…「毎日 10 ページ頑張る」と意気込んで決めても、初日から辛すぎると後が続きませ
ん。さらに挫折すると後の全ての計画が崩れてきます。最初から無理な計画を立てないようにしましょう。
③細かめにやることリストを作り、出来たら消していく…終わらない作業ほど辛いものはありません。これは以前
も説明しましたが、今日する勉強内容を、科目やページなどで区切ったリストを作り、できたものから消す作業
をしましょう。やるべきことが消えていく達成感が目に見えるので、次へのやる気が保てるようになるはずです。
④終わったら遊ぶなどご褒美を作る…勉強が終わるまで遊びたい気持ちは我慢しましょう。その代わり、終わっ
たら思いっきり好きなことをしましょう。努力の後には楽しみがあることを脳に記憶させます。メリハリある行動
をして自分の中のスイッチをコントロールできるように。勉強中はテレビとスマホの電源は切っておくこと。
予定と計画は違います。必ず実行する事を計画と言います。どうせやるなら自分のプラスになるように。そして嫌
なことは集中して終わらせて、後で遊ぶ。短期集中で無駄なく勉強しましょう。
コイは 200 年生きられる
コイは非常に長生きで、平均寿命は 25～30 年です。でも、200 年くらい生きること
もあり、世界記録は日本でなんと 226 歳。名前は「花子」だそうです。
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れて説明したところ、テストに出るとおっしゃったところは必ずメモして帰って、しっか
りと覚え直しましょう。授業中のヒントを聞き逃さないことも重要なテスト対策ですよ。

☆10 月の予定☆
10/8（金）～14（木）
：塾内テスト
山塾 LINE では授業内容や宿題の案内、お
知らせ、欠席のご連絡などを承ります。
登録後は、必ず生
徒名をお送り下さ
いますようお願い
します。

ピンチをチャンスに
今年はオリンピックにより 10 月のスポーツの
日が移動したので、祝日がありません。そのた
め、中間テスト後は一気に学校の授業が進むと
思われます。秋の気候に気持ちものんびりしが
ちになりますが、ぼんやりしていると置いてい
かれてしまいます。でも、自分がそうなる時は
周りも同じだとも言えます。そう考えれば、逆
に差をつけるチャンスでもあるわけです。秋の
夜長を勉強に使って、実力を蓄えていこう。

★今村先生のつぶやき★
今回は実行できる計画の立て方についてのお話です。以前、やることリストについても書きましたが、効率よく
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たら思いっきり好きなことをしましょう。努力の後には楽しみがあることを脳に記憶させます。メリハリある行動
をして自分の中のスイッチをコントロールできるように。勉強中はテレビとスマホの電源は切っておくこと。
予定と計画は違います。必ず実行する事を計画と言います。どうせやるなら自分のプラスになるように。そして嫌
なことは集中して終わらせて、後で遊ぶ。短期集中で無駄なく勉強しましょう。
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はずなので、まずはそこを勉強しましょう。特にテスト前の授業で、担当の先生が力を入
れて説明したところ、テストに出るとおっしゃったところは必ずメモして帰って、しっか
りと覚え直しましょう。授業中のヒントを聞き逃さないことも重要なテスト対策ですよ。

☆10 月の予定☆
10/8（金）～14（木）
：塾内テスト
山塾 LINE では授業内容や宿題の案内、お
知らせ、欠席のご連絡などを承ります。
登録後は、必ず生
徒名をお送り下さ
いますようお願い
します。

ピンチをチャンスに
今年はオリンピックにより 10 月のスポーツの
日が移動したので、祝日がありません。そのた
め、中間テスト後は一気に学校の授業が進むと
思われます。秋の気候に気持ちものんびりしが
ちになりますが、ぼんやりしていると置いてい
かれてしまいます。でも、自分がそうなる時は
周りも同じだとも言えます。そう考えれば、逆
に差をつけるチャンスでもあるわけです。秋の
夜長を勉強に使って、実力を蓄えていこう。

★今村先生のつぶやき★
今回は実行できる計画の立て方についてのお話です。以前、やることリストについても書きましたが、効率よく
勉強して自分の時間をより多く作るために是非実践して、一生使えるスキルを今のうちに身に付けましょう。
①計画は時間ではなく量で考える…「英語を 1 時間する」ではなく「英語を 3 ページする」という感じで計画を立て
ましょう。ダラダラやった 1 時間 5 ページより、集中した 30 分 3 ページの方が確実に自分の力になります。
②できない計画を立てない…「毎日 10 ページ頑張る」と意気込んで決めても、初日から辛すぎると後が続きませ
ん。さらに挫折すると後の全ての計画が崩れてきます。最初から無理な計画を立てないようにしましょう。
③細かめにやることリストを作り、出来たら消していく…終わらない作業ほど辛いものはありません。これは以前
も説明しましたが、今日する勉強内容を、科目やページなどで区切ったリストを作り、できたものから消す作業
をしましょう。やるべきことが消えていく達成感が目に見えるので、次へのやる気が保てるようになるはずです。
④終わったら遊ぶなどご褒美を作る…勉強が終わるまで遊びたい気持ちは我慢しましょう。その代わり、終わっ
たら思いっきり好きなことをしましょう。努力の後には楽しみがあることを脳に記憶させます。メリハリある行動
をして自分の中のスイッチをコントロールできるように。勉強中はテレビとスマホの電源は切っておくこと。
予定と計画は違います。必ず実行する事を計画と言います。どうせやるなら自分のプラスになるように。そして嫌
なことは集中して終わらせて、後で遊ぶ。短期集中で無駄なく勉強しましょう。
コイは 200 年生きられる
コイは非常に長生きで、平均寿命は 25～30 年です。でも、200 年くらい生きること
もあり、世界記録は日本でなんと 226 歳。名前は「花子」だそうです。
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たら思いっきり好きなことをしましょう。努力の後には楽しみがあることを脳に記憶させます。メリハリある行動
をして自分の中のスイッチをコントロールできるように。勉強中はテレビとスマホの電源は切っておくこと。
予定と計画は違います。必ず実行する事を計画と言います。どうせやるなら自分のプラスになるように。そして嫌
なことは集中して終わらせて、後で遊ぶ。短期集中で無駄なく勉強しましょう。
コイは 200 年生きられる
コイは非常に長生きで、平均寿命は 25～30 年です。でも、200 年くらい生きること
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れて説明したところ、テストに出るとおっしゃったところは必ずメモして帰って、しっか
りと覚え直しましょう。授業中のヒントを聞き逃さないことも重要なテスト対策ですよ。

☆10 月の予定☆
10/8（金）～14（木）
：塾内テスト
山塾 LINE では授業内容や宿題の案内、お
知らせ、欠席のご連絡などを承ります。
登録後は、必ず生
徒名をお送り下さ
いますようお願い
します。

ピンチをチャンスに
今年はオリンピックにより 10 月のスポーツの
日が移動したので、祝日がありません。そのた
め、中間テスト後は一気に学校の授業が進むと
思われます。秋の気候に気持ちものんびりしが
ちになりますが、ぼんやりしていると置いてい
かれてしまいます。でも、自分がそうなる時は
周りも同じだとも言えます。そう考えれば、逆
に差をつけるチャンスでもあるわけです。秋の
夜長を勉強に使って、実力を蓄えていこう。

★今村先生のつぶやき★
今回は実行できる計画の立て方についてのお話です。以前、やることリストについても書きましたが、効率よく
勉強して自分の時間をより多く作るために是非実践して、一生使えるスキルを今のうちに身に付けましょう。
①計画は時間ではなく量で考える…「英語を 1 時間する」ではなく「英語を 3 ページする」という感じで計画を立て
ましょう。ダラダラやった 1 時間 5 ページより、集中した 30 分 3 ページの方が確実に自分の力になります。
②できない計画を立てない…「毎日 10 ページ頑張る」と意気込んで決めても、初日から辛すぎると後が続きませ
ん。さらに挫折すると後の全ての計画が崩れてきます。最初から無理な計画を立てないようにしましょう。
③細かめにやることリストを作り、出来たら消していく…終わらない作業ほど辛いものはありません。これは以前
も説明しましたが、今日する勉強内容を、科目やページなどで区切ったリストを作り、できたものから消す作業
をしましょう。やるべきことが消えていく達成感が目に見えるので、次へのやる気が保てるようになるはずです。
④終わったら遊ぶなどご褒美を作る…勉強が終わるまで遊びたい気持ちは我慢しましょう。その代わり、終わっ
たら思いっきり好きなことをしましょう。努力の後には楽しみがあることを脳に記憶させます。メリハリある行動
をして自分の中のスイッチをコントロールできるように。勉強中はテレビとスマホの電源は切っておくこと。
予定と計画は違います。必ず実行する事を計画と言います。どうせやるなら自分のプラスになるように。そして嫌
なことは集中して終わらせて、後で遊ぶ。短期集中で無駄なく勉強しましょう。
コイは 200 年生きられる
コイは非常に長生きで、平均寿命は 25～30 年です。でも、200 年くらい生きること
もあり、世界記録は日本でなんと 226 歳。名前は「花子」だそうです。
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をして自分の中のスイッチをコントロールできるように。勉強中はテレビとスマホの電源は切っておくこと。
予定と計画は違います。必ず実行する事を計画と言います。どうせやるなら自分のプラスになるように。そして嫌
なことは集中して終わらせて、後で遊ぶ。短期集中で無駄なく勉強しましょう。
コイは 200 年生きられる
コイは非常に長生きで、平均寿命は 25～30 年です。でも、200 年くらい生きること
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りと覚え直しましょう。授業中のヒントを聞き逃さないことも重要なテスト対策ですよ。

☆10 月の予定☆
10/8（金）～14（木）
：塾内テスト
山塾 LINE では授業内容や宿題の案内、お
知らせ、欠席のご連絡などを承ります。
登録後は、必ず生
徒名をお送り下さ
いますようお願い
します。

ピンチをチャンスに
今年はオリンピックにより 10 月のスポーツの
日が移動したので、祝日がありません。そのた
め、中間テスト後は一気に学校の授業が進むと
思われます。秋の気候に気持ちものんびりしが
ちになりますが、ぼんやりしていると置いてい
かれてしまいます。でも、自分がそうなる時は
周りも同じだとも言えます。そう考えれば、逆
に差をつけるチャンスでもあるわけです。秋の
夜長を勉強に使って、実力を蓄えていこう。

★今村先生のつぶやき★
今回は実行できる計画の立て方についてのお話です。以前、やることリストについても書きましたが、効率よく
勉強して自分の時間をより多く作るために是非実践して、一生使えるスキルを今のうちに身に付けましょう。
①計画は時間ではなく量で考える…「英語を 1 時間する」ではなく「英語を 3 ページする」という感じで計画を立て
ましょう。ダラダラやった 1 時間 5 ページより、集中した 30 分 3 ページの方が確実に自分の力になります。
②できない計画を立てない…「毎日 10 ページ頑張る」と意気込んで決めても、初日から辛すぎると後が続きませ
ん。さらに挫折すると後の全ての計画が崩れてきます。最初から無理な計画を立てないようにしましょう。
③細かめにやることリストを作り、出来たら消していく…終わらない作業ほど辛いものはありません。これは以前
も説明しましたが、今日する勉強内容を、科目やページなどで区切ったリストを作り、できたものから消す作業
をしましょう。やるべきことが消えていく達成感が目に見えるので、次へのやる気が保てるようになるはずです。
④終わったら遊ぶなどご褒美を作る…勉強が終わるまで遊びたい気持ちは我慢しましょう。その代わり、終わっ
たら思いっきり好きなことをしましょう。努力の後には楽しみがあることを脳に記憶させます。メリハリある行動
をして自分の中のスイッチをコントロールできるように。勉強中はテレビとスマホの電源は切っておくこと。
予定と計画は違います。必ず実行する事を計画と言います。どうせやるなら自分のプラスになるように。そして嫌
なことは集中して終わらせて、後で遊ぶ。短期集中で無駄なく勉強しましょう。
コイは 200 年生きられる
コイは非常に長生きで、平均寿命は 25～30 年です。でも、200 年くらい生きること
もあり、世界記録は日本でなんと 226 歳。名前は「花子」だそうです。
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