
 

 

 

 

                              

 

 
 
1. 9 月の月間予定 

日 月 火 水 木 金 土 
28 28 29 30 31 9/1 2 
       
 第 5回フィードバックテスト後半（8/28～9/2） 

3 4 5 6 7 8 9 
学テ A 対策１回目  

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 第 6回フィードバックテスト前半（9/4～9） 

10 11 12 13 14 15 16 
学テ A 対策１回目    学力テ A     

 
 第 6回フィードバックテスト後半（9/11～16） 

17 18敬老の日 19 20 21 22 23秋分の日 
本部全休 継続休講 

本部全休 
    継続休講 

本部全休 
 フィードバックテスト休止期間（～9/30まで） 

24 25 26 27 28 29 30 
第 5 回 
合格判定テスト 

    
 

  
 

 フィードバックテスト休止期間（～9/30まで） 
第４回エクセルアドバンステスト（エクセルクラス・小５・６受験クラスのみ） 

10/1 2 3 4 5 6 7 
学テ B 対策１回目     

 
  

 
 第 7回フィードバックテスト前半（10/2～7） 

8 9体育の日 10 11 12 13 14 
学テ B 対策 2 回目 平常授業   学力テ B     

 
 

 第 6回フィードバックテスト後半（10/11～16） 

＜中３＞学力テスト C 11/9（木） 継続授業試験対策 11/2（木）～8（水）で実施します 

 

 

 

 

２. 二学期がターニングポイント！  

～中 1～３の二学期学習内容は 100％入試で出題される！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二学期が本格的にスタートしました！中１～３各学年において、二学期の学習内容は全教科で高

校入試出題率 100％となります。（二学期の内容が必ず入試に出るということです）それだけ、学

習内容が多いので、予習・復習がさらに重要になりますね。中 3 生は、上記に目標を記載させても

らいました。中 1･2 生は、先輩が抜けて部活動のメイン学年となります。必然的に部活が忙しくな

り、今まで以上に部活中心の生活になっていきます。勉強が一学期と比べて数倍難しくなる中で、

勝ち抜くためには、無駄をはぶいてスリムに学習していくことが重要となります。 

 

＜北大学力増進会が考える 9月のポイント＞ 

 

① 難しくなる二学期、まずは自分の成績をしっかり再認識しておこう！ 

 

自分自身の成績をいつでも確実に把握しておくことが大切です。自分の得点推移のわからな

い生徒がどうやって成績を上げるのでしょうか？成績推移を把握して、次のテストへの目標を

すぐに設定する！教科･単元の対策＆相談をしていくことが大切です。単純に苦手だから頑張

るとか、不得意だからたくさん勉強する、では目標が漠然としすぎていて、短期間での成績向

上にはつながりません。自己分析を完璧に！これが成績向上の秘訣の１つです！ 

 

② できることをしっかりと！あせるな、けどちょっとだけ早足でやってみよう！ 

 

夏休みからスイッチの入っている生徒を見かけます！とっても応援したくなります！ただ、

焦らないこと、逆にマイペースも×ですが･･･。定期テストや学力テストなど、二学期は一番

テストの多い学期です。テスト結果は自分が頑張った証なので、獲得した点数が最も気にな

ると思います。それはそれでよいのですが、次の日には間違った部分の『解き直し』をしっ

かりと実施することです。良かったことで気が抜けたり、悪くて落ち込んでいるようでは、

成績向上は成しえません。同じ間違いを繰り返さないことがもっとも簡単な成績向上の方法

なのです。テストの点数は頑張り度の通知表！次のチャンスを生かすための目印です。 

 

③ 勉強方法や苦手・弱点克服は北大学力増進会の先生と相談してやってみよう！ 

 

成績不振に悩む生徒の多くは、『気合の空回り』か『暗中模索』です。本格的な受験勉強や

難しくなる勉強に対して、大事なことは『対策のしかたを相談』することです。先生達も気を

配っていきます。一人で悩んでいても道は開けません。担当している 3 人の先生はリッパな

参考書！先生をきちんと利用しましょう！成績がスパッと上がる生徒を見ていると、先生の使

い方が上手な生徒が多いものです。質問大歓迎！まだまだ一緒にとことん頑張ろう！ 
 

★☆継続授業の予定☆★  

9/18（月祝）敬老の日 継続授業休講となります ※本部全休となります 

9/23（土祝）秋分の日 継続授業休講となります ※本部も全休となります 

10/9（月祝）体育の日 祝日ですが、継続授業を実施します 

 

継続授業無料体験期間 9/4(月)～9/9(土)まで 

「学力テストで結果を残す！」これが中３生に与えられた使命なのです。自分の行きたい志望

高に対して、学テで自分の成績をアピールすることです。11月下旬（12月上旬）からの三者面

談で志望高＝受験高にすることができるかどうかがカギとなります。志望高校合格に向けて、最

初のハードルをしっかりとクリヤーしていきましょう！ 

二学期は学テの対策と合わせて、定期テストの対策も重要。最後まで内申点（通知表）の向上

を狙うことも忘れてはいけません。頑張れ受験生！北大学力増進会は徹底的にみなさんを応援し

ます！ 

中 3 生諸君！ 二学期に自分の成績をアピールしよう！ 

速読速解ｺｰｽ無料体験期間 9/4(月)～9/9(土)まで 

さんすう教室無料体験期間 9/4(月)～9/9(土)まで 

2017.9 月の予定 2017/9/1 発行 

継続授業無料体験期間 9/26(月)～10/1(土)まで 

学力テスト A 対策期間 ～9/12(火)まで 

学テ A 対策期間 

学力テスト B 対策期間 ～10/10(火)まで 

学テ B 対策期間 



３. 本部からのお知らせ￥ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夏期講習会も実施した個別指導「プログレス」。お申込・お問合せありがとうございました。さ

て、個別指導「プログレス」は二学期も引き続き実施していきます。苦手科目克服や、弱点補強

に継続授業プラスワンとして是非がんばって欲しいです。お問合せ・お申込お待ちしています！ 

1.継続授業体験実施しています！ 

    9/9（土）まで実施中 

    二学期から塾探しの方々対象や部活

終了後入会を考えている方対象で実施してい

ます。ご近所・お友達がいらっしゃいましたら、

是非、増進会を紹介してください。『北大学力

増進会はこんな塾！』を体感してもらえるとう

れしいです！お待ちしています！ 

 

速読速解コースや英語速読、さらには小１～４ 

キッズぐんぐんスクールの体験も実施してい

ます。 

2.月謝に関して 

①9/11（月）の引き落とし 

中１・２内申点対策講座の引き落としになり

ます。二学期からの継続生の方々は、引落があ

りませんので費用封筒にてお申込み下さい。 

②9/27（水）の引き落とし 

 「10 月分お月謝」と「後期教材費」が引き落

としになります。残高のご確認を宜しくお願い

します。二学期からの授業に参加されている継

続生の方々は、入会時納入済みですので引落が

ありません。 

 

 

 

 
４. 9 月行事のお知らせ 

(１) 中 3学テ対策日曜コース の開講決定です 

通知表対策や受験対策において、最も効果が期待できるのが「継続授業」です。この継続授業を

サポートするカリキュラムが 9月より開始されます「学テ対策日曜コース」です。詳しいお知らせ

は、８月の継続授業で実施しています。ご確認下さい。 

継続授業とは違った切り口で問題を演習＆解説するコースです。北大学力増進会で自信を持って

オススメするカリキュラムです。 

 

※ ９月～１１月の日曜日を使い授業を行います。「秋期講習会」のイメージです！ 

※ 定期試験対策の日程は、モデルとなります。試験実施日を考慮して、中学校別・会場別で実施です。 

※ 学校発行の年間行事予定表を参考に日程を検討しています。日曜参観等、行事予定表にないイベント 

   とバッティングの可能性もありますので、学校行事判明次第、本部まで教えてください。 

 

(2) ＜中１・２公開＞内申点対策講座 の実施します 

二学期は期間も長く、学習内容も必ず入試に出題される通知表対策やゆくゆくの入試対策におい

て、重要な学期となります。もちろん継続授業で全力授業で必須内容を指導しますが、この学習内

容をサポートするカリキュラムが 9月２４日より開始されます。詳しいお知らせは、８月の継続授

業で実施しています。ご確認下さい。 

 

※当初のプリントでは、二学期定期試験日程が判明しておらず、モデル日程でお知らせをしてい

ましたが、正規日程は、9/24（日）よりの開講となります。 

 

(3) ＜中３公開＞第 5回合格判定テスト の実施します 

 詳しいお知らせプリントは、日程が近くなりましたら配付いたします。 

 【日時】9 月 24日（日） 9：30～14：30 までを予定 

 【場所】東本部 ・ 新札幌会場 ・ 江別本部 ・ 森林公園会場 ・ 北広島会場 

   【ご確認】北大学力増進会で行う 11 月父母面談にて、受験高決定資料とさせてもらいます。必

ず受験してください。 

 

 

 

 

 

たくさんの生徒が夏期講習会で頑張りました！生徒を見ていて思うこと･･･ 

勉強にはコツがあります。コツ＝要領です。これは、習うとすぐにできるようになるもの

もありますし、何回も訓練する必要があるものもあります。あとは、皆さんの『意識』を

ミックスさせることです。増進会の力×皆さんの意識で二学期を勝利しましょう！ 

◆よく頑張った、ちょっとだけクールダウンして、自分の取り組みを評価してみよう！ 

◆楽しいから笑うのですか？笑うから楽しいのですか？⇒笑うから楽しいんですよね。勉強も 

 同じです。やる気が出るからやる？やるからやる気が出る？⇒塾でやるからやる気が出るの 

 です。先生が、テストに良く出る問題を、わかりやすく、元気に教えます！ 

◆オール５のみなさんへ ⇒ 頂に到着ですか、オール７のレベルまで上げてみませんか？ 

◆「２回後悔」しましょう！ 

 １回目⇒思った点数がとれないほど自分の勉強の足りなさに後悔。 

 ２回目⇒入試当日。こんなに勉強しすぎた。全然カンタンだ！勉強しすぎに後悔。 

     しかし、これぐらいが、ちょうどいい。こういう人が大学に行ける人です。 

◆点数が高い人、低い人、頑張らなければいけないのは？⇒低い人です。 

◆勉強の質問が多いのはどちらですか？⇒点数が高い人です。差がどんどん広がっていきます 

 

 

＜中 3生の方々へ＞ ※運動系部活完全燃焼の生徒は必見です！ 

今まで部活に取り組んでいた夕方の時間の使い方に注意しましょう！緩慢に過ごしていては、

受験勉強のターニングポイントを理解していないことになります。下記のような生徒は要注意で

す。保護者様は、9月以降ちょっとだけ生活リズムの見直しをしてみてください。 

①  外が明るいうちは勉強をスタートできない生徒 

②  誰もいない家に帰宅する生徒（夕方自由奔放？に過ごせる生徒） 

③ 朝方ギリギリまで寝ている生徒、もしくは夜遅くまで起きている生徒（＝夕方寝ている生徒） 

遠い方もいるかもしれませんが、本部の自習室を使ってみてはどうですか。リズムを作るまで

が大変なのです。リズムに乗ると成績も生活も激変しますよ！ 

★二学期継続授業スタート★ お友達・ご兄弟姉妹のご紹介をお待ちしております！ 

夏期講習会にお友達やご兄弟姉妹の方をご紹介いただき本当にありがとうございました。新し

く二学期から頑張りたい！という方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。紹介された

方には、図書カード（1,000 円分）をプレゼント致します。 
 

＜新規入会者の方々へ、および全継続生の保護者様へ＞ 

 北大学力増進会では生徒さんとご父母様と協力をして、成績向上や第一志望校合格に向けて奮

闘していきます。以下合わせてご確認ください。 

～～～～～生徒さんと同様にご父母様も塾を活用してください。～～～～～ 

 生徒さんの勉強方法アドバイスや学習相談は随時承っております。また、高校入試情報や成績

面でのご質問等も随時承っております。他都市や他地区での受験情報も集約することができます。

しかし、道外の受験情報は取り寄せるのに時間がかかりますので、なるべく早めに本部までお問

合せください。 


