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高校入試 受験生のキミに塾長の檄

必ず合格する！
ぜったいに勝つ！
あなたは今まで努力を重ねて合格できる力・

成功できる力を十分につけてきました。

あなたは必ず入試を突破し、ぜったいに勝ち

ます。

自分を信じて、ありのままの自分の学力を出すことです。

あなたは受験という目標に向かって色々なことを辛抱し、目の前の困難や、つらい

ことからも逃げず、ここまで頑張ってきました。

数多くの諸先輩方が毎年そうだったように、その努力は必ず報われます。

やまぎわ塾の塾生は、毎年みんな入試に強いし、合格率も抜群です。

あなたも必ず勝ち、必ず合格するでしょう。

中学入試の、すでに合格を決めたみなさんの喜びの声も、ぞくぞく入ってきていま

す。いま高校受験のゴ－ルを目前にするあなたは、未来教育やまぎわ塾の教師達と一

緒に、最後の力を振りしぼって、ラストスパ－トに熱く奮闘中です。あと一歩です。

受験本番には、必ず成功しうまくいくと信じ、リラックスして臨みましょう。

自信をもって、平常心で、あわてず、あせらず、わくわくした気持ちで、ゆうゆうと

受験を楽しむように戦ってきて下さい。

★勝つための私たちのやまぎわ塾の合言葉。心にこれをいつ

も唱えて前進しましょう。

『私(僕)は必ず成功する！』

『私(僕)は必ずうまくいく！』『必ず合格する！』
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令和４年度中学受験合格速報
今年も中学受験コースは快調です。全員みんなとてもよく頑張りました。

すばらしい結果が出ています。 令和4年1月20日現在

合格おめでとうございます！！ 未来教育やまぎわ塾中学受験コース

◎ 京都府立南陽中学校 ISさん

◎ 帝塚山中学校 女子英数コース NＫさん

◎ 立命館宇治中学校 SHさん

◎ 京都女子中学校 SMさん

◎ 京都橘中学校 特進Ｖコース(特待生ー全免)ＩSさん

◎ 京都橘中学校 特進Ｖコース(特待生ー全免) NＫさん

◎ 京都橘中学校 特進Ｖコース KMさん

◎ 京都橘中学校 特進Ｖコース NKさん

◎ 京都聖母学院中学校 Ⅲ類(特待生ー半免) KMさん

◎ 京都聖母学院中学校 Ⅲ類(特待生ー半免) SMさん

◎ 京都聖母学院中学校 Ⅲ類 SKさん

◎ 京都聖母学院中学校 Ⅱ類 HHさん

◎ 四條畷学園中学校 NHさん

◎ 常翔啓光学園中学校 YHさん ※男女問わず全て「～さん」と表記しています。

平常心を保つメンタルコントロ－ル
必ずうまくいく、必ず成功できると信じましょう。

合格して喜んでいる自分をイメ－ジしましょう。

いつも前向きな言葉を発しましょう。

何事にもプラス思考で対処しましょう。

本番は平常心で落ち着きリラックスして

そのための㊙呼吸法(下に記載)を実行しましょう。

このメンタルコントロ－ル
【 ㊙勝利を呼ぶ 呼吸法】は、受験本番ではもちろん、

発表会や、何か緊張する場面等において、密かに行

うと実際に非常に効果があります。

年齢を問わず、日常生活や学校生活で、切れそう

になったり、喧嘩しそうになったら、この呼吸法を

覚えて行ってください。魔法のように不思議に気持

ちが楽になり、平常心を取り戻すことができます。

( 3回以上繰り返すとさらに効果的です。)

★平常心を得て
成功を勝ち取るための

メンタル・コントロ－ル

【勝利を呼ぶ㊙呼吸法】

①３秒間ゆっくり吸う

②７秒間息を止める

③８秒間ゆっくり吐く



入試に必ず出る

SDGs を学びましょう。
SDGs についての考え方や取り組みが、新しい教科書で随分と取り上げられ、中学入試、

高校入試、大学入試などでの出題が急増しています。

SDGs(エスデイジーズ) とは2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」「Sust

ainable Development Goals」のことで国連加盟193ヶ国が17項目について2030年まで

の15年間で達成しょうという国際的な取り組みです。例えば気候変動や自然災害の原因とも

される「地球温暖化」を食い止めることは世界の緊急課題です。

2021年日本政府は世界に向けて、2030年までに温室効果ガス排出量を2013年度比46

％の削減を宣言しました。イギリスでは2030年までにガソリン車とデイーゼル車の新車販売

の禁止することを決定しました。 今やこれまでの石油や石炭など、化石燃料に頼っていた現

代社会の生活様式や経済構造が根本から変革されようとしているのです。

さらに海や陸の豊かさを守るなど、自然環境を大切にし、また人や国の不平等をなくし、健

康と福祉、平和と公正を全ての人に行き渡させ、「ジェンダー(男女)平等」の実現など、日本

と世界でSDGsの各項目に関する施策や動きが急速に進み、議論され実行されつつあります。

もはやそれは政府等の一部の組織・機関の関心事ではなく、地方自治や企業活動、あらゆる場

面で、いまを生きる全ての人たちの具体的な課題となりつつあり、もはやSDGsを配慮せずに

は立ち行かない時代となって来ています。

「問題が大きすぎて、自分の日常とは関係が無い。」という人があるかもしれません。そう

ではないのです。大切なことは、例えば地球温暖化を防ぐために、自分にはどんな取り組みが

できるかを考えることです。自分一人の小さな変化でも国中のみんなが取り組めば大きな変化

となります。

SDGsの基本を知り社会的関心を広げることは、ただそれらが「入試に出るから」という理

由だけでなく、これからの時代を生き、新しい未来社会を創っていく今の子ども達にとって、

とっても大切なことなのです。



入試本番直前～当日までのマニュアル
未来教育やまぎわ塾

１． 早寝早起きの朝型の生活に切り替え、体調を万全に。

夜は遅くまで起きていないように。睡眠不足は禁物です。勉強時間を減らすことな

く、朝型の生活で無理なく勉強に取り組みましょう。入試本番の試験開始2時間前に

は起床するようにしましょう。朝ご飯をちゃんと食べること。頭を使うとエネルギ

ーをたくさん消費するので、腹ぺこでは力が出ません。ただし食べ過ぎないように量

とバランスを考えること。

２， 願書記入と出願手続き

願書の内容について、面接時に質問される場合もあるので、く

い違いのないよう正確に記入します。予備の願書や写真も用意し

ておく方がいいでしょう。

３．一週間前から前日まで

当日の持ち物は必ず箇条書きにして、用意し点検し一週間前にはそろえておきまし

ょう。足りないモノはすぐにそろえてカバンに入れておきます。

当日の同じ時間帯での交通手段で下見をしておきましょう。車で行かずに、本番と

同じように、試験場までの乗り物の乗り方や所用時間など。当日あわてなくて済むよ

うに、前もって念入りなチェックを。大きな駅や地下鉄の出入り口がいくつもある所

は、特に注意しましょう。

４．前日の勉強は基本的事項の再確認
前日は軽くアタマ馴らし程度に「基本事項」をざっと見直しておきましょう。

５．前日。当日への準備をぬかりなく

雨具など明日の天気の様子もチェックしておきましょう。

服装は清潔であれば普通で十分ですが、学校によっては、寒かったり暖房の効きす

ぎで暑かったりすることがあります。着たり脱いだりできる準備は必ずしておきまし

ょう。また当日の友達と連れだっての待ち合わせ等は厳禁です。

６．当日のアクシデントの対処法→先生に申し出るのが基本

やむを得ず遅刻してしまう場合はまず受験する学校に電話を入れ、その指示に従う。

万一のタクシ－に乗れるくらいのお金は用意しておきましょう。会場を間違えた場合

も、それで遅刻してしまいそうなら、なるべく早く係の先生や受付に申し出ること。

受験票を忘れた場合なども、あせらずに係の先生や受付の先生に申し出る。弁当を忘

れた場合も、先生に許可を得て校外へ買いに出るのも一手です。試験中気分が悪くな

って我慢できなくなった場合も、遠慮せずに係の先生に申し出ましょう。

いずれにしてもあわてずに、自分だけの勝手な判断で動かず、まず何でも先生に相

談することです。



やまぎわ小学英語教室

小学英語教室 1月の学習内容報告1

2022年気持ちも新たに、今年も楽しく英語を学ん

でいきたいと思います。

1月の23日は英検のテストです。今回こそ全員合格を

目指して頑張っていきましょう。

英検5級・4級をめざす

Success Course１
英検5級を目指すクラスでは

単語は順調に進んでいます。毎回しっかりと覚えてきています。i-Kids Englishも

着実に進んでいます。命令文・いろいろな疑問文など、新しい内容に入っています。

テキストにプラスして、英検5級の過去問を少し取り入れています。文法の確認とし

て、中１英語を初めから復習できるプリントをやっています。「主語」・「動詞」とは？

から始まって、be動詞と一般動詞の使い分け、そして３人称の話しへと進みます。み

んな理解が早く着実に吸収しています。

英検4級を目指すクラスでは

単語帳は2周めが終わり、熟語に入っています。「英検道場」のテキストもほぼ終わ

りました。文法は中学一年生で学ぶ項目ほぼカバーしています。後はひたすら過去問

と練習問題をやっていきます。リスニングも回数を重ねるごとに力がついてきて、問

題ないと思います。試験当日に実力が発揮できるようあげていきましょう。

英検3級をめざすSuccess Ｃourse２

いよいよ中学３年の内容に入りました。受け身と現在

完了もしっかりと理解できました。復習しつつ、分詞へ

と進めていきます。語彙力もしっかりついてきています。

英検３級レベルに近づいてきているので、過去問を中心

に指導を進めていこうと思います。

英検2級をめざす発展クラスのCrown Course

テキスト「英検トレーニングゼミ」は。長文読解とライティングに入っています。内

容的に難しいものもありますが、読む力と書く力はついてきました。

リスニングも上手に聞えてくる単語をつかまえて、内容を理解できるようになってき

ました。テストが近づくにつれ、やる気が感じられるようになってきています。



「入門クラス」 火曜入門クラスでは、

引き続き、冬の第3回英語検定5級に向けて、テスト形式の問題を中心に進めています。

問題の形式に少しずつ慣れてきましたが、いろいろな文法問題が出てくるので知識の

整理が必要になってきます。家庭学習では、文法の復習と単語の暗記をしっかりと取

り組んでおられます。日頃の努力によって単語力がずいぶんと身についてきましたね。

リスニングも聞き取る反応が良くなってきました。文法は、命令文と助動詞Canを用

いた文を中心に学習を進めていきました。Canを用いた文は会話表現でもよく出題さ

れるのでマスターしておきましょう。

2月February 如月(きさらぎ)

英語でFebruary(フェブラリ)です。ローマ神話の月と贖罪の神「フェブルウス（Febr

uus）」が由来です。古代ローマで、戦死した兵士の霊を弔うために、毎年2月に慰霊

と浄化のお祭り” Februa”を行っていたことから、2月はFebruaryと呼ばれるよう

になりました。 また2月は、日本では如月（きさらぎ）と言います。如月とは 寒い

冬が終わり、春に向かって万物が動き始める時期という意味ですが、2月はまだまだ

寒さ厳しい時期なので、更に衣を重ね着するという意味から「衣更着（きさらぎ）」と

名付けられたという説など、諸説があります。

節分」setsubun
２月３日は節分です。節分とは、「季節を分ける」という意味で、

昔は、春は一年のはじまりで特に大切にされたため、春が始まる前

の日、つまり冬と春を分ける日を特に節分と呼ばれるようになりました。

節分には「みんなが健康で幸せに過ごせますように」と「悪いものを追い出し、幸せ

を呼び込む」ことを祈念して「鬼は外、福はうち」と言いながら豆まきをします。

やまぎわ塾の小学英語英検教室にぜひ参加下さい。

やまぎわ英語教室では聞く、話す、読む、書く、の4技能を楽しく、し

っかり身につけます。ほんとうに学べて、英検に合格でき、中学英語の

成績に直結する英語です。個人別にていねいに指導していますので、途

中入会でも心配ありません。安心して参加してください。

★お問い合わせ・無料体験・入室など、気軽にお電話・ご相談下さい。

(英語教室；毎水曜/毎火曜/進度別到達度別に4コ－ス設置)

全て送迎バス運行しています。

◆サクセスⅠコ－ス毎水曜16:05～16:55 ◆サクセスⅡコ－ス毎

水曜17:05～17:55 ◆発展クラウンコ－ス毎水曜18:20～19:1

0 ◆楽しい英語(入門)コ－ス



1月20日～2月20日予定表
☆１月23日(日) 英検(実用英語検定)第3回(当塾)

☆1月23日(日 ) 五ツ木第8回高校入試模擬試験 中学３年(会場受験)

☆2月 2日(水) 京都府公立高校入試前期選抜出願日 (2日～４日)

☆2月 5日 (土) 中1・中2、小学本科1～6年 学力テスト (当塾)

☆2月6日(日) 五ツ木第2回模擬試験中1・中2 (会場受験)

☆2月6日(日) 奈良県私立高校入試

☆2月10日(木) 京都･大阪私立高校入試

☆2月11日(金)・12日(土) 京都･大阪私立高校入試B日程又は後期入試

☆２月16日(水) 京都府公立高校入試前期選抜

☆２月24日(木) 京都府公立高校入試前期選抜合格発表

☆２月28日(月)～3月4日(金) 中期選抜直前対策特訓講習中3

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 httpｓ://yamagiwaj.com/

塾長 山際正明のメールアドレス mirai@yamagiwaj.com

コロナに負けずに、がんばろう 未来教育やまぎわ塾
当塾は、感染拡大防止に最大限努めています。

当塾は、感染拡大予防推進宣言事業所です。
コロナ災禍の早期収束を、皆さまと共に勝ち取りたいと願い、
次の諸措置を徹底的に行っています。

❶教師・職員のマスク着用、

❷子どもの手が触れる各種ドアの取っ手や、手の触れやす

い柱や机・椅子などを消毒液で頻繁に洗浄・消毒を行う、

❸空気の入れ換えを行うために玄関ドアを頻繁に開ける。

❹教室の窓を開放する、またこまめに開閉する。

❺各室備え付けの壁掛け式扇風機を常時運転しっぱなしにする。

❻人と人の接近･密着をなるべく避けるよう努める。
❼座席の間隔を大きくとるなど最大限の工夫をする。
❽送迎バス車内のドアや取っ手や手すり、座席その他の洗浄・消毒を、頻繁に行う。

◆生徒たちには①必ずマスクを着用すること。②塾に着いたときと帰るときには、
塾の玄関のカウンタ－に設置の消毒液(エタノ－ル液)で手指を洗浄すること。を
徹底させています。


