
 1

 

 

 

 

 

 

 

9 月９日深夜に千葉県全域に襲来した台

風１５号では、皆様には被害などなかったでしょう

か。我が家では背丈ほどの物置が横倒しになっ

て玄関が塞がり、壁面にある外階段で玄関まで

降り、物置の中にあるものを全て

外に出してから、元の位置に戻

し、やっと家族が外へ出られたと

いった状態でした。しかし、未だに

千葉県の一部ではライフラインは

復旧したものの、家屋の半壊や

倒壊などにより、元の生活に戻る

には、まだまだ時間を要する被災

者の方々もいらっしゃると思います。一刻も早い

復旧を願うばかりです。 

さらに、１０月１２日と１３日には台風１９号が

関東甲信越と東北地方を襲いました。１０月２5

日までの被害状況では、死者８５人、行方不

明者８名。堤防決壊では７１河川、１３５箇所。

住宅浸水被害では７万４１００棟以上。土砂

災害では２０都県、４８２件です。まさに甚大 

災害です。台風１５号の爪痕が残ったままの被

災地では、不安や恐怖で一夜を過ごされたので

はないでしょうか。 

２０１１年３月１１日に東北地方を襲った東日

本大震災から８年が経過しますが、毎年日本

のどこかで甚大な災害が起こっています。台風１

９号(ハギビス)では、ビジネスホテルや地域の小

中学校に避難された方々も多数いらっしゃいま

した。備えあれば憂いな

しということもいわれます

が、想定外の場合もあ

ります。ハザードマップな

どを確認しながら、それ

こそ自己責任で災害対

応する必要があると実感しました。 

 

 

 

 

5 科 442 平均 88.4 点 大畠 実莉(中 2) 

5 科 435 平均 87.0 点 岩崎 怜奈(中 3) 

5 科 434 平均 86.8 点 渡辺 愛花(中 2) 

5 科 419 平均 83.8 点 浜野 尊 (中 1) 

5 科 406 平均 81.2 点 森下 真 (中 1) 

 

 

 

 

岩崎怜奈(3)・桑原由伸(2)・後藤未卯(1) 

城 空翔(2)・浜野 尊(1)・林 結太(2) 

森下 真(1)・吉岡來瞳(1)・渡辺愛花(2)  

 

 

 

 

1 年生 ２学期 中間試験結果 平均点 

学期 国語 数学 英語 理科 社会 5 科 

中間 62  68  81  67  56   67 

前回 55  67  61  47  55   57 

増減  +7  +1   +20  +20  +1  +10 

 

２年生 2 学期 中間試験結果 平均点 

学期 国語 数学 英語 理科 社会 5 科 

期末 57  63  70  55  59   61 

前回 54  63  62  54  50   57 

増減  +3   0    +8  +1  +9  +4 

 

3 年生 2 学期 中間試験結果 平均点 

学期 国語 数学 英語 理科 社会 5 科 

期末 66  63  61  61  53   62 

前回 63  56  63  56  54   58 

増減  +3    +7    -2   +5   -1    +4 

※ 青色は改善・黒色は前回と同様・赤色は悪化 

  ・赤の網掛はさらに悪化 

 

2 学期 中間試験 ４５点以下の生徒数 

教科 国語 数学 英語 理科 社会 

中１ １  ０  ０  ０  ２ 

中２ ２  １  ０  ４  ２ 

中３ ２  １  １  ３  ２ 

※ 青色は改善・黒色は前回と同様・赤色は悪化 

  ・赤の網掛はさらに悪化 

  

中１ 英語は有言実行 

英語は有言実行で大幅に成績が伸びまし

た。また、理科も自助努力で大幅に成績が伸び

ました。ただし、社会科は低迷しています。原因

は、学習方法が分からないことが挙げられます。

さらに、国語の語彙力も社会科が低迷する要

因と憶測します。先ずは社会科の苦手な諸君は

歴史から取り組んで下さい。授業でのノートやプ

リントがしっかり整理されていれば成績は伸びる

はずです。地理は気候と地

形を理解することにより基

礎ができます。日々の授業

の取り組みをしっかり行うこ

とにより成績は向上すると

思います。 

 

中２ 社会は自助努力でＵＰ 

 社会科は自助努力で成績が伸びています。

大変喜ばしいことです。英語は、英単語と英熟

語をしっかり覚えたことが良い結果に繋がってい

ます。ただし、この学年は国語の語彙力が弱点

であることは明確です。耳に胼胝(たこ)ができて

いるとおもいますが漢字が弱いということです。学

力テストの国語では全国平均点を下回っていま

す。漢字練習にはしっかり取り組んで下さい。 

 また、中学２年生の２学期期末試験では、

「平家物語」・「枕草子」・

「徒然草」などの古典の内容

が出題されます。しっかり取り

組めば成績はかなり伸びるは

ずです。諸君の健闘に期待します。 

 

中３ 数学と理科は良好、社会は低迷 

 数学と理科は良好でした。しかし、社会科は

依然として低迷しています。次回は「公民」の内

容で出題されていると思います。 

重要語句を覚えさえすれば克服

てきます。社会科は入試教科で

すので苦手ということで学習しな

いというのは、この時期では理由

になりません。 

また、今回の定期試験は特に真摯に学習に
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取り組んだと思いますが、残念ながら他の学年

に比べて、成績が伸びた生徒は１名でした。次

回は、高校入試における内申評定の基準となる

最後の定期試験です。しっかり準備を行い、良

い成果になることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準学力テスト 9 月 3 号 

小学 5 年生  2 教科 

順位 氏   名  学校名   得点  偏差値 

1. 岸野 仁香  東小松川  １４３  ５６ 

 

小学 6 年生  2 教科 

順位 氏   名  学校名   得点  偏差値 

1. 星野 温香  松江小   １６９  ６１ 

 

 

 

 

中学１年生 ３教科 ９月 ３号 

順位 氏   名  学校名   得点  偏差値 

1. 浜野 尊   松江第一  ２３７  ６０ 

2. 森下 真   松江第一  ２２８  ５８ 

3. 後藤 未卯  松江第一  ２２３  ５７   

中学 1 年生 ２号平均点 

平均 国語 数学 英語 ３科 

塾内 61  57  68  187 

全国 63    61    61    185 

到達 -2  -4  ∔7   ∔2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生 ３教科 ９月 ３号 

順位 氏   名  学校名   得点  偏差値 

1. 大畠 莉奈  松江第五  ２５７ ６７ 

2. 渡辺 愛花  松江第四  ２４３ ６５ 
3. 加藤 凛花  鹿本    ２０５ ５７ 
中学 2 年生 ２号平均点 

平均 国語 数学 英語 ３科 

塾内 54  64  58  176 

全国 60    55    54    169 

到達 -6  ∔9  ∔5   ∔8 

 

 

 

 

 

 

中学３年生 ３教科 ９月 ４号 

順位 氏   名  学校名   得点  偏差値 

1. 岩崎 怜奈  松江第二  ２３６ ６５ 
2. 北村 哲也  松江第三  ２１２ ６１ 
中学３年生 ５教科 ９月 ４号 

順位 氏   名  学校名   得点  偏差値 

1. 北村 哲也  松江第三  ３２６ ６２ 
2. 岩崎 怜奈  松江第二  ３５５ ６２ 
中学 3 年生 4 号平均点 

平均 国語 数学 英語 社会 理科 

塾内 61  52  51  46  50   

全国 60  47  51  52  48 

到達 ∔1    ∔5   0   -6    ∔2 

平均 ３科 ５科 

塾内 165  261 

全国 159  259 

到達   ∔6    ∔2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在は、小学 5・6 年生の国語の指導は固定

した曜日を定めずに個別指導で実施していま

す。しかし、小学６年生が３学期より区内の中

学１年生の教科書内容に準拠し指導を開始し

ます。つきましては、下記のような時間割を予定し

ております。 

 

小学５年生 国語・英語(毎週金曜日) 

① 17:00～18:00 国語 ②18:00～19:00 英語 

 

小学６年生 英語・国語(毎週金曜日) 

① 17:00～18:00 英語 ②18:00～19:00 国語 

※小学３・４年生の金曜日の指導は、16:30～17:15 の

英語の指導のみとなります。 

 

 

 

小学 6 年生の英語は、現在レプトンのシステム

を使用し学習していますが、１２月中旬より映像

教材を使用し、中学１年生の内容を先取りしま

す。映像教材の使用は、中学校に入学し、初

回の定期試験までとします。映像による英語指

導は、外国人講師が英語と日本語により丁寧

に解説をします。また、個別指導で一人ひとりの

進捗に応じた内容ですので、アルファベットから

の指導も可能です。 

 

 

 

１２月中旬より、中学２年生の数学と英語は、

応用クラスと基本クラスの２クラスで実施します。

つきましては、①月曜日＋水曜日＋金曜日と

②火曜日＋木曜日＋金曜日と指導日が増設

されます。授業時間帯は数学と英語は 20:00～

22:00 です。国語は 20:00～21:00 となります。中

学２年生の中には、週５日の通塾になる場合も

あります。さらに、令和２年２月からは５教科の指

導となります。充実した学習内容になります。ご

期待ください。 

到達度 学年・氏名 

５段(中２ 中期程度) 中３… 北村 哲也 

３段(中２ 前期程度) 中３… 岩崎 怜奈 

２段(中１ 後期程度) 中３… 戸倉 颯太 

初段(中１ 前期程度) 

中３… 児玉 朋佳 

中２… 戸倉 里音 

渡辺愛花・城 空翔 

中１… 浜野 尊 

後藤 未卯 

小５… 保戸田結衣 

漢字進級テスト上位者(10名) 

国語は漢字と語彙力が課題。数学は基本問題

が不定着。だだし、英語は、基本が定着してい

ます。特に英語では定期試験の状況を鑑み内申

評定は良い方向に向かうはずです。日頃の英語

学習にしっかり取り組んで下さい。 

国語は定期試験の結果も鑑み、漢字の習熟

度に原因があります。数学と英語は定期試験

も学力テストも良好となっていますので、内

申評定は良い方向に向かうはずです。 

数学と国語は基礎が定着しつつあります。

社会科は苦手意識もありますが、受験科目で

すので、志望校に応じてしっかり組まなけれ

ばなりません。また、理科は定期試験の結果

を踏まえますと、習熟度に差があるように思

います。今後は生徒一人ひとりに充分配慮し

ながら、指導を行います。 

小学 5・6 年生国語 

金曜日に実施 

小学 6 年生 英語 

中学 1 年生内容実施 

中学２年生 

数学と英語２クラス授業 


