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変化の激しい時代
活躍のチャンスが増え

可能性も広がります。

令和4年もあと2ヶ月となりました。世界・社会は、

ロシアのウクライナ侵攻や円安問題などで揺れ動い

ていますが、AIの急速な進歩とグロ－バル化の進展

により、世界・社会がより大きく変わりつつある中

で、約3年間のコロナ禍によって一層複雑な世界・

社会の変革をもたらしてきました。

アフターコロナ・ウイズコロナと相まって、今後

さらに社会のしくみや価値観、仕事観なども大きく

変わり、社会・世界はさらに激変して行くことでしょう。

これからの時代を生きる今の子どもたちは、激変の社会・世界に的確に対応し、そ

れをを乗り越え、強くたくましく未来を切り開いて行くだろうと期待します。

変化の時代には、それだけ課題も多く発生し、人々の活躍のチャンスも増えます。

自分をどう活用し、どう生かしていくのか、などと、わくわくして考えることができ

ます。

そのためには子どもたちは今後、知識・技能の基礎をふまえて、さまざまな「答え

のない問題」を解決できる能力や、どんな未知の状況にも対応できる思考力・表現力

・判断力と他者との協調性やコミニュケ－ション能力などの総合的な「人間力」を身

につけることが、いっそう大切になってきます。

可能性は無限です。子どもたちは今を頑張ることで、明るい未来

が開けてきます。未来をすばらしい世の中にするのは今の子どもたち

です。

子どもたちはその基礎と土台をしっかり身につけるために、いま勉

強を頑張っているのです。彼らはきっとやってくれるだろうと確信し

ます。
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京都府公立高校の2023年度入試要項

京都府教育委員会より2023年度（令和5年度）公立高校の入学者選抜の要項が発表さ

れています。募集定員を変更する高校は、西城陽高校普通科が40人減、京都すばる高

校起業創造科が30人減、企画科は10人増です。他に洛水高校普通科や丹後地方のい

くつかの高校で定員減があり、2023年度（令和5年度）公立高校の募集定員は昨年度

より160人減の1万1,325人となりました。中学校卒業見込生徒数の昨年度より203

人の減少を受けての定員減とのことです。

2023年度選抜の大きな変更点として、塔南高校が再編、教育みらい科が消滅し新

普通科系の開建高校が新設されて、旧洛陽工業高校跡に移転します。

また木津高校システム園芸科、桂高校植物クリエイト科、園芸ビジネス科、などで

通学区域が府内全域に変更され、前期選抜の募集割合を募集定員に20％を乗じて得た

人数から30％を乗じて得た人数へ変更されました。

2023年度(令和5年度)公立高校の入学者選抜の学力検査は、前期選抜が2月16日・

17日、中期選抜が3月8日です。

前期選抜の願書受付が2月2日・3日（音楽科は1月25日・26日）、共通学力検査が

2月16日、その他の学力検査を17日（音楽科は2月4日・5日）、合格発表は2月22日

です。中期選抜の願書受付が2月28日と3月2日、学力検査が3月8日で、合格発表は

3月17日です。

◆中学入試の学力検査日は1月14日、15日です。京都・大阪・兵庫の2023年度(令

和5年度)の統一日です。奈良県は1月15日、16日、17日です。

音楽を聴きながらの勉強は？
勉強するときは、勉強の内容にだけに集中すべきです。テレビやスマ

ホや音楽を聴きながらの勉強はやめましょう。

しかし音楽を聴きながらには良い面もいくつかあります。

第1は 気分が高揚し勉強が楽しくなる、という点です。好きな音楽は

気分を高揚させます。勉強に気が向かなくて沈んだ気持ちになっている

ときも、音楽を聴くことでテンションが上がり、やる気とエネルギーを

湧き上がらせる効果があるのです。音楽は眠気ざましにも有効ですが、

もし静かすぎて勉強がはかどらないと感じたときなど、音楽をかけてみるのもいいかもしれま

せんね。

第2は、心地よくリラックスして勉強に取り組める、という点です。もちろんリラックスの

し過ぎはダメですが、緊張したり焦ったりしていては、アタマが正しく働きません。

第3は、リラックスや集中力に関わるアルファ波の発生を促す音楽(クラシックや静かなイ

ンストルメンタルの音楽)は、集中力や記憶力を高める効果があると科学的に証明されていま

す。第4は、マスキング効果といい、周囲の話し声や雑音がうるさい場合、音楽によって騒音

を遮断し、勉強に集中できる環境をつくることができます。



「音楽を聴きながらの勉強」にはこのようにプラス面がいくつかありますが、マイナス点も多

く、音楽の種類や状況によっては、集中を妨げる場合が多いので注意しましょう。勉強をして

いるはずなのに音楽の方ばかりが頭に入ってくる、という状態です。集中力が分散・半減され

てしまっています。特に歌詞のある音楽や激しすぎる音楽はマイナスです。

音楽を聴きながら勉強する場合は、歌のないインストルメンタルの楽曲や、リラックスしや

すいクラシック音楽などがおすすめです。

「まちがいノート」を作っていますか？「まちがいノート」を作っていますか？
成績の良い人、学力をどんどん伸ばす人は、「まちがいノート」

を作り活用しています。あなたも、すでにやっていますか？

「まちがいノート」とは、テキストや問題集などで、自分が間違えた問題を、書き

留めておくノートのことですが、それには答えだけでなく、「問題」と「解答」を詳し

く書き込むことがポイントです。

その書き方は、よく行われているやり方では、ページの真ん中に縦に罫線を引っ張っ

て、左側に問題を、右側に解説解答を書くという方法です。見開き２ページを大きく

使う人もいます。

「まちがいノート」は、どの教科でも有効です。教科ごとにノートを分けてもいい

し、一冊に全教科を兼ねてもいいでしょう。大切なのは「とても大切な自分だけのノ

ート」として、いつも大事に愛用して、何度も見ることです。

右側を隠し左側の問題を見て、何度も確認します。 数学・算数は特に有効です。

社会や理科でなかなか覚えられない項目やよく間違える事項をこの「まちがいノー

ト」に記しておいて、しょっちゅう復習します。

英語なら間違えた問題を、ただその問題と答えを書くのではなくて、左側に日本語

を、右側に英語を書くという形が効果的です。

これを日々実行すれば、勉強がもっと楽しくなるし、学力アップ、成績アップが必

ずはかれます。まだやっていない人は、すぐにでも実行してみましょう。

「まちがい直し」を正しく行う

そのためにも「まちがい直し」を正しく行うよう習慣づけましょう。

正しい間違い直しとは、赤ペンで答えと式をただ写すことではなく、その問題と正

解を「理解する」ことです。単純な漢字の間違いや計算ミスなどはただ「まちがい」

を直せば十分ですが、そうでない場合は、しっかりと理解することが勉強です。

理解するために、「解答解説」を読んだり先生の説明を聞いたりします。理解できれ

ばその問題をもう一度やってみます。これらを記録しておくのが「まちがいノート」

です。「解答解説」を読んで考えても、どうしても内容が理解できない場合は、塾の教

師が指導しますので、マ－カで印をつけたり付箋をつけるなどして塾の教師に提出し

ましょう。



実力をのばす人は
宿題を必ずやる人です
当塾では宿題は系統的計画的に毎回必ず適量が課されます。そ

の量は決して多すぎも少なすぎもありません。

宿題は必ずきっちりとやってください。

宿題をきちんんとしない人は、どうしても実力が伸び悩みます。

宿題をきちんとやる人が成績を確実に伸ばします。

宿題は毎日計画的に時間を決めてするように生活習慣に組み込みましょう。

短時間に固めたり塾の前に慌ててするのでは、精神的にとても辛いものになってしま

います。時間をたっぷりと確保して「楽しむように」するのが持続のコツです。

宿題テキストやプリントには解答をつけているものがあります。成績の良い人は「解

答解説」の使い方がたいへん上手です。正しく活用して実力増進につなげてください。

解答はもちろんすぐに見るのではなくて、まず自分の力でじっくりとやってみる、

解いてみる、そうしてから○つけ、「解答解説」を読んで、まちがい直しをしっかりと

やります。この「○つけとまちがい直し」を正しく行うことが、実力定着にはとても

大切です。

もし「解答解説」を読んで考えてみても、どうしても理解できない場合は、もちろ

ん塾の教師が指導しますので、マ－カで印をつけたり付箋をつけるなどして教師に提

出してください。

秋は autumnまたは fall
英語で秋はアメリカではおもに「fall」、イギリスでは「autum

n」がよく使われるようです。

11月３日は文化の日Culture Dayです。文化の日は国民の

祝日で、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」とされます。

日本各地では様々な音楽や美術など文化の祭典や行事が賑やかに行われます。

11月15日は七五三 Shichi-go-san festivalです。

November 15th is a festival day for children of three, five and seve

n years of age（11月15日は、３歳、５歳、７歳のこどもたちのお祝いをする日です）

A Traditional ceremony to mark the growth stages of children aged

three(boys and girls), five(boys), and seven(girls).”３歳（男の子と女の子）、

５歳（男の子）、７歳（女の子）の子どもの成長を祈る伝統行事です。



１１１１月月（（霜月霜月・・しもつきしもつき））
11月は霜が降りる頃で日本では昔から「霜月」と言
います。英語では NovemberNovember(ノベンバー)ですね。

10月20日～11月20日予定表
☆10月２2日(土 )第4回高校入試進研Vもし (中学3年生) 当塾

☆10月２2日(土 )第4回高校入試学力テスト (中学1・2年生) 当塾

☆10月２3日(日 )五ツ木駸々堂特別回 中学受験テスト会 5年,6年 各会場

☆10月29日(土 )日本漢字能力検定(漢検) 当塾

☆11月1日(火)創立記念日 塾はお休みです。

☆11月3日(木 /祝 )四谷大塚全国統一小学生テスト (小1～6)当塾

☆中学受験コｰスⅤ期土曜強化特訓講習会 （6日間）

11月5日(土)､ 12日(土)､ 19日(土)､ 26日(土)､ 12月3日(土)､10日(土)

☆11月6日(日) 第4回五ツ木京都模試 (中学3年生) 各会場
(京都公立高校入試中期選抜模擬テスト)

☆11月13日(日 )第6回五ツ木高校入試模試テスト会
(中学3年生) 各会場

☆11月２0日(日)五ツ木駸々堂第6回 中学受験テスト会 5年,6年 各会場

未来教育やまぎわ塾の
【公式】ホームページが
新しくなっています！

新しいURLは httpｓ://yamagiwajuku.ｊｐです。

ぜひアクセスしてみて下さい。

重要なお知らせ 塾の時間数等変更は当月15日までにお知らせ下さい。15日を過ぎますと翌月分の学費が

確定します。15日以降の学費の変更（減額精算等）はできません。ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ・ご相談 いつでもお気軽にどうぞ

株式会社 未来教育やまぎわ塾
〒610-0341京田辺市薪水取２５－３ 5０７７４－６３－３１５１

未来教育やまぎわ塾ホ－ムペ－ジ

httpｓ://yamagiwajuku.ｊｐ
塾長 山際正明のメールアドレス mirai@yamagiwaj.com



第３１回 四谷大塚小学生 全国統一テスト
1１月３日(木・祝)午前9:00受付開始
(塾生でも、申込みがなければ受験できませんので必ずお申し込み書をご提出ください。)

このテストは中学受験にも対応できる内容ですので、学校のレベルより難易度は高いですが、

将来の高校入試への準備にも役立ちますので積極的にチャレンジして、今後の励みにしましょ

う。 自分の今の学力位置を正しく知り、将来の夢への第一歩を踏み出すきっかけにしましょう。

父母会（個人懇談会）同時開催

テスト実施中、塾長又は中学受験専任教師が、中学受験・進路志望校、中学受験コースや家庭

学習について等どんなことでも、個人別にご質問やご相談をお受けいたします。ご希望の方は

個人懇談会のお申込み・ご予約をお願いいたします。(懇談時間は個別設定いたします)

令和４年度第３回漢検(日本漢字能力検定)
検定日は10月２9日(土)です。受検申込は9月30日で〆切られました。当塾は提携

塾なので当塾で受検します。検定時間は各級によって、また公認会場の日程･時間とは異なり

ますのでご注意下さい。

小学英語英検教室今月の学習内容報告 10月

10月9日は令和4年度第2回の英検がありました。ここまで

みんながそれぞれ合格を目指してしっかりと学習し頑張って

きました。結果を楽しみに待ちましょう。しかし合否の結果

にかかわらず、これからもさらに上級をめざしていっそう勉

強を頑張って続けていきましょう。

英検5級・4級をめざすSuccess Course１ では

「英検道場」のテキストはほぼ終わりに近づいています。長文もしっかりと読める

ようになってきています。文法や並べ替えもしっかりと解けるようになっています。

語彙力も増え、文法も中学1年生の内容がほぼ完了し、中学2年生のテキストを始めま

した。進行形、一般動詞とbe動詞の過去形、そしていよいよ未来の表現に入ります。

英検2級をめざす発展クラスのCrown Course では

英検2級に必要な内容はすべて目を通すことができました。あとは内容的に難しい

ものばかりなので、しっかりと想像力を働かせて試験にのぞみましょう。自分で使え

る語彙がまだまだ不足していますが、力は十分あるのでとても期待しています。

1次試験を合格した人は直ちに2次試験の練習に入ります。頑張りましょう！



やまぎわ高校ゼミ（JR大住駅前）
もよろしくお願いします。

やまぎわ高校ゼミ（JR大住駅前）は高校生を主体とした個別指導塾です。

大学受験対策専門塾として、未来教育やまぎわ塾の創立者・塾長の山際正明の長男山際雅詩に

より分離・独立しました。

また令和4年8月に分校として新田辺駅近くに、個別指導の「やまぎわゼミ」(小中高生対象)

が開設されました。

本校の未来教育やまぎわ塾 と それらとの違いについて、ご質問が皆さまから多数寄せられ

ています。

未来教育やまぎわ塾の本校は、地元地域の小学生・中学生を対象で中学受験と高校受験指導

が専門です。大住駅前のやまぎわ高校ゼミは、大学受験が専門で高校生と私国立の中高一貫校

生が対象です。

未来教育やまぎわ塾の指導システムは「集合授業＋個人別指導のやまぎわ塾方式」です。大

住駅前のやまぎわ高校ゼミと新田辺駅近くのやまぎわゼミは授業のない個別指導です。

未来教育やまぎわ塾とやまぎわ高校ゼミの違い

未来教育やまぎわ塾 やまぎわ高校ゼミJR大住駅前

(本校)薪水取２５－３ やまぎわゼミ 新田辺駅近く

個人別・能力別指導

指導システム・形態 少人数授業＋個人別指導 個別指導
【やまぎわ塾方式】 (集合授業なし)

専門 中学受験・高校受験 大学受験

対象学年 小学生・中学生 高校生【高1～高３・浪人生】

プレ受験【小1～小3】
中学受験【小4～小６】 小4～中３の個別指導

高校受験【中1～中３】 私立・国立の一貫校生

地元の小学生・中学生

カリキュラム カリキュラムの策定 カリキュラム無・自由

曜日・時間 曜日・時間の原則確定 曜日・時間自由設定

送迎バス 送迎バス有 送迎バス無

自習室 自習室完備 自習室完備

未来教育やまぎわ塾とやまぎわ高校ゼミは、共に姉妹塾として地域の学習教育の発

展に尽力してまいります。これからもどうぞよろしくご支援の程お願いいたします。


