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慣用句の使い方は正しい？ 文化庁「国語に関する世論調査」より
◆文化庁調べ「国語に関する世論調査」
文化庁が平成７年度から、日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査しています。平成２９年の調査は
全国１６歳以上の男女２０２２人から回答を得たものです。今月のコラムは、この調査結果からその一部をご紹介しましょう。
☆慣用句の意味や使い方はどちらがいい？
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慣用句について、どちらの意味だと思うかを尋ねたり、どちらの言い方をするかを尋ねた結果です。

■今月のあれこれ
■5・6 月の予定
事務局だより

■こんな教室です
教室長から皆様へ
（１）例：借金をなし崩しにする。
a と b では、意味が逆になってしまいますね。本来正しいとされる意味は b の「少しずつ返していく」なのです。７割近くの
人が、借金がなかったことになると思うのですね。意味が正しく理解できている人は１９.５％しかいませんでした。気をつ

■適性検査対策コース
第 1 回 ３S 合宿について

けましょう。

■先生紹介

（２）例：彼は大衆にげきを飛ばした。
正しいとされるのは b の「自分の考えを広く人々に知らせ同意を求める」です。げきは漢字では檄と書き、「自分の考えや
主張を述べて大衆に行動を促す文書」の意味。古代中国で、招集または説諭の文書のことだそうです。よって、檄を飛
ばすのは口頭ではなく文書で行うことが正しいようですね。

・笹本憲一先生
・苦田淳一先生

■教室スナップ
・倉敷本部教室

（３）例：彼はやおら立ち上がった。
a、b ともよく似た結果ですが、意味は逆ですね。正解は a の「ゆっくりと」です。意味を取り違えると誤解されますね。正しく

■塾生のコーナー

理解している人の方が若干多いのですが、５０代以下では誤った方を選んだ人の方が多くなっています。

・ちょっとだけじまん
（茶屋町教室）

続いてはこちら。あなたはどちらですか？

・クイズコーナー
采配

■2019 年度合格体験記
喜びの声をご紹介します。

■今月のコラム
テスト勉強６つの「ＮＯ！」
（１）本来の言い方とされるのは b の「采配（さいはい）を振る」です。
もともと「采配」は、戦場で大将が手に持って軍を指揮するために振った道具のこと。よって、「振る」が正しいようです。
（２）こちらは a の「溜飲（りゅういん）を下げる」が正解です。

■投稿募集中！
イラスト、詩などを掲載しま
す。教室担当まで。

「溜飲」とは不消化のため飲食物が胃にたまって出てくるすっぱい液のこと。それを下げると「しゃくにさわって胸がつか
えていたのがすっとする」からきています。
（３）正解は a の「白羽の矢が立つ」です。
辞書などで正しい使い方を確認し、きちんとした日本語を使っていきたいですね。

◆お客様相談室

080-8230-1413
（月～金） 10：00～16：00
土日祝祭日、弊社休業日以外

5月・6月の行事予定（日曜日は通常、休講です）
5月・6月の行事予定

5/9 木

6/2 日
中銀・ゆうちょ銀行引落日

5/10 金

6/3 月 ＊小4～小6：中受験学力テスト実施期間（6/3～6/8）

5/11 土 ＊小3～中2「明日の学力」診断テスト（～5/26）

6/4 火

5/12 日

6/5 水

5/13 月

6/6 木

5/14 火
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5/15 水 中1～中3：4月県模試成績返却予定日

6/8 土

5/16 木

6/9 日

5/17 金

6/10 月

5/18 土
5/19 日

★小5・小6 適性検査コース「３S合宿」
（研修施設： SEEDにて）
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6/11 火
6/12 水
6/13 木
6/14 金
6/15 土 コンビニ入金締切日
6/16 日
6/17 月

5/25 土

6/18 火 「明日の学力」診断テスト 帳票返却予定日

5/26 日 ★小学生春の遠足「作って食べよう野外炊事！」（仮題）

6/19 水

5/27 月

6/20 木 ＊小6：6月適性検査模試実施期間（6/20～6/24）

5/28 火

6/21 金

5/29 水

6/22 土

5/30 木

6/23 日

5/31 金

6/24 月 小4～小6：6月中受験学力テスト成績返却予定日

6/1 土

6/25 火
6/26 水

次回の引落日は、上記の通りとなります。別途配布の明細書等でご確認いただき、お引き落し日前日までにご指定の口座へご入金くださいますようお願い
申し上げます。コンビニ入金をご利用の方は、5月15日(水)までにご入金いただきますようお願い申し上げます。退塾(休塾)、その他科目変更のお申し出
は、前月の20日までとなっております。21日以降は、翌月の授業料の返金には応じられませんので、よろしくお願いいたします。 また、授業料の滞納が2
か月以上続く場合、または、1か月以内であっても滞納が続く場合、塾より解約を申し出る場合があります。ご不明な点などございましたら、各教室担当ま
でお問い合わせください。
*「各種テスト・模試」の実施日は、教室により異なります。
★講習・イベントについては、該当学年のご家庭に詳細な案内を配布いたします。

◆ご連絡しておりますように、4 月 28 日（日）から 5 月 5 日（日）は休塾となります。
5 月 6 日（月）は振替休日ですが、5 月 6 日（月）より、通常授業に戻ります。

ふきい

倉敷本部教室（蕗井先生）

とよ ら

なめだ

西阿知駅前校（豊良先生）

笹沖教室（洙田先生）

できない問題があるから塾に来て

西阿知駅前教室では、小学生には

いるのです。どんどん、質問してく

個別授業・集団授業を、中学生に

ださい！分からない理由を共に考

は、5 科目を学習できる環境をご

えて改善していけば、どんな子でも

準備し、すべての苦手を克服でき

良くなると思ってやっていきます！ どの塾に

るよう指導しております。勉強での悩みがご

も負けない一斉授業をご提供すべく努力いた

ざいましたら、ぜひ一度明修塾西阿知駅前校

します。成績等の数値と、ひとりひとりの気持

にご相談ください。苦手を得意にしていきま

ちを大切にします。

しょう！

連島教室（岩井先生）

当教室の指導方針は、
『質の高い授
業を行い、演習をたくさんさせる
こと』です。また、最優先事項は、
お子様自身が試験中に自分の頭で
問題を解けるようになることです。
「解けない
→即教える→出来るようになった気にさせ、
その場をしのぐ」ということは絶対に行いま
せん。当教室では授業日以外の４日間、お子
様の質問に即対応出来るよう毎日正職員常駐
の管理演習室を準備しております。

庄教室（瀧川先生）

倉敷東教室（中川先生）
「この教室に来れば本気で勉強で

平成７年に連島教室を開校以
来、責任者を務めてきました。
この２４年間、この教室から多

きる」
「この教室であれば楽しく学

自分の可能性を伸ばした

ぶことができる」といっていただ

いと思う子どもたちを惜し
みなく応援します。

けるよう、教室スタッフ一同、一

くの卒業生を送り出せたことが、
喜びであり、誇りです。勉強方法の最大のポイン

丸となって「本気で勉強できる環境」を提

“Where there is a will, there is a

トは何でしょうか。それは、「集中力」です！

供いたします。また、保護者様の子育ての

way!”

授業中、「今、ここに集中」を合言葉に連島教室

お悩み、不安に関しても懇談を通して親身

張れる教室を目指しています。

で楽しく、厳しく学んでいきましょう。

に相談させていただきます。

子どもたちが目標をもって頑

カレッジ倉敷（中村先生）

茶屋町教室（堀江先生）
教育熱盛んなこの地域からの

大学受験を通じて『自ら考え、

ご要望にお応えするべく小学生か

自ら行動する』力を身につけ、
現役合格を勝ち取るとともに、

ら高校生まで、また学校準拠から

その先も力強く歩んでいけるよう

各種入試対策まで対応している教
室が、私たち明修塾茶屋町教室です。若手か
らベテランまで熱意あふれる担当が皆様の目

新年度にあたり、教室長の先生
からの一言です。

庭瀬教室では、小学 1 年生から
高校 3 年生まで、ベテランの専任
講師が責任を持って指導に当たり
ます。そして、一人ひとりに寄り
添い、熱心に分かりやすく、親身
になって指導を行います。
ぜひ、明修塾庭瀬教室で「わかった」
「できた」
を体感してください。

八浜教室（伊丹先生）

高校別のテスト対策などサポート体制は万全

大元教室（永岡先生）

八浜教室に配属になって
あっという間に今年度で、7 年
目を迎えます。八浜教室には、
さまざまな学区、学校のお子様
が集まる教室だからこその学べる競争意識、
連帯感があると思います。ぜひ一度体験にい
らしてください。

妹尾南教室（竹丸先生）

明修塾オフィシャルページ
情報発信のページとして、右記を開設しています。
「キャンペーン」「イベント」「入試情報」等をアップし

目標を自ら設定し、その目標を追求
するために努力することは大切な
ことです。目標無きまま、ただ漠然
と学習するだけでは、なかなか良い
結果は生まれてきません。明修塾大元教室で
は、塾生の皆さんが、自分の可能性を信じて努
力を継続することができるように、学習意欲と
成果の向上につながるような学習環境の提供
に努めてまいります。

倉田教室（今城先生）
地域の実情を踏まえ、
「学校の定期
テストで高得点を取る」
「志望校に
合格する」
「目的を達成する」ため
には、「いつ何をすればよいのか」
を充分把握しています。日々、授業の中では
生徒を引っ張り、
「今この瞬間、身につけなけ
ればならないこと」を繰り返し徹底的に教え
込んでいます。
「分かるから勉強が楽しい」と
いう感覚を体感してほしく思います。

従来の学年別標準クラスに加え
て、e トレがリニューアル！
「学年別標準クラス指導」
「個別対応
クラス」２つのスタイルから選んで
通塾できます！キーワードは…「選べる！」
個別対応クラスでは、無学年制（小４～中３）
で 小学生３科目、中学生５科目対応、自立型
個別対応クラス（e トレを使ったプリント学習）
があります。

ていきますので、ぜひご覧ください。

とより、集中できる自習室や丁寧な質問対応、
です。

標達成のお手伝いをしております。

庭瀬教室（柴田先生）

に指導していきます。わかりやすい授業はも

明修塾ホームページ

明修塾インスタグラム

明修塾 Facebook

プレゼンツ

“ Study ! reSearch ! in SEED ! ”
目的
じっせん

・「体験を知識に」を実践すること
・適性検査攻略に向け、必要な力(発想力・計画力・思考力・観察力など)を
つけ、さらに、それらを「まとめる力」を養成すること
こ

☆ポイント： 体験学習が組み込まれている！
今回のテーマは「イルカ（生物の生態）」
・ リサーチタイム： リサーチタイムで訪れるドルフィンセンターとは？
ふ

し せつ

香川県さぬき市の津田の海に設置されたイルカプールでイルカと触れ合うことができる施設。
えさ

「餌やり体験」など様々な体験ができる施設。

① 日本ドルフィンセンターで体験したり説明を受け知識を得る。
② ①を自分でまとめる。
③ スピーチ原稿を書く。（発表も予定しています。）
・ 特訓授業で県立中合格に必要な勉強を！
適性検査対策で必要な算数、国語、理科、社会の内容の復習から始めます！

・ 事前学習テキストで予習！ 合宿キングをめざそう！！
計算、漢字・語句、理科、社会の事前学習テキスト「トレブック１」をお渡しします。みっちり勉強しておいてください。
ひょうしょう

合宿中に各科目の「ダイナマイト 10」（10 分間テスト）を行い、優秀者を「ダイナマイト・キング」として 表彰 いたします。
けい し んかん

場所：啓真館研修施設ＳＥＥＤ（香川県さぬき市）／日本ドルフィンセンター
対象：小５・６年生で県立中学合格をめざす生徒
定員：４０名
日程：２０１９年５月１８日(土)～１９日(日)
しょうさい

がいとう

料金・スケジュール等詳細は、該当学年にお配りしている申込書をご覧ください。
合宿に関してご質問などがございましたら、下記へご連絡ください。
担当：小西（明修塾大元教室）TEL：０８６－２４４－６２８０（月～土／１４:0０～２２:００）

明修塾の講師が交代で、今自分が思っていることや伝えたいことを書いてい
きます。

笹本

にが た

憲一

先生
(茶屋町・連島教室・カレッジ倉敷担当)

苦田

淳一

先生

(笹沖教室担当)

自分の限界を
超えていけ

辞書は友達
塾教師の仕事をしてきて、印象に残っている
ことを教えて下さい。

塾教師の仕事をしてきて、印象に残っているこ
とを教えて下さい。

20 年以上塾の講師をしていると、街中で卒塾生に会うこ
とがあります。私のことを覚えてくれていて、
「あの時はお
世話になりました。もう社会人ですよ！」と言われるとうれ
しくなります。

毎日、塾に来て勉強していた中３生が一人いました。
講習の際も朝から夜まで僕たちが働くのと同じ時間、
塾で勉強していました。無事、志望校に合格し最後の
祝賀会の時に「先生、この塾は僕の家です！」と言わ
れ「君の家ちゃうわ！」と突っ込んでみんなで爆笑し
たのが一番印象に残っています。

生徒にはどんな大人になってもらいたいです
か。
周りの人たちのことを考えて行動できる大人になってほ
しいですね。ちょっとした気配りができることはその人の大
きな魅力になると思います。また、いつまでも子供のころの
気持ちを持ち続けることができれば最高です。ワクワクする
ことが毎日を楽しくしてくれますよ。

生徒にはどんな大人になってもらいたいです
か。
周りに流されることなく、自分で目標を決め、それに
向かって全力で頑張れる大人になってほしいです。あと
は人を言葉や行動で傷つけない優しさを持ってほしい
です。

笹本先生のヒ・ミ・ツ
高 2 のころから今もなお、ずっとバンド活動をしていて、
ドラムを担当しています。年に一度のライブの時は結構はじ
けちゃいます。ハードロックなので、汗だくになりながらこ
れからも楽しみます。もう一つ、他人とは違う
車に乗ることが好きで、いろいろな旧車に
乗っていました。今はアメ車です。

苦田先生のヒ・ミ・ツ
趣味はジャグリングをたまにすることです。大学の
時にジャグリングに出会い、ステージなどに立って活
動していました。今はさっぱりですけど（笑）

・・・
「廊下が長い」？・・・というわけで
明修日和編集スタッフが四つの廊下を、巻き尺
片手に測ってみました！さて、結果はいかに。

新教室長の蕗井先生に質問です。本部教室に移って
一番最初に思ったことはどんなことですか？

廊下がなんて長いんだろう！
ということです。
(キッパリ)
生徒の皆さん、最近、うれしかったことを教えて下さい♪

本部教室見取り図です。

８m

今回は、中 3 クラスから紹介します。

10m
教室玄関前に咲く、
赤と白の
ラナンキュラス。
（左から）

入江

柚羽さん

担任の先生が良い人そうだったこと。

箕輪

ななこさん

太田

琴音さん

みんなに誕生日を祝ってもらえたこと！

窪津

瞳子さん

仲良しの友達と同じクラスになれたこと。

クラス替えで友達が多くいるクラスになったこと。

3.7m
花言葉の
一つは、
(合格)です♪

6m

☆2019 年度：中学受験・高校入試合格体験記☆
見事目標達成した皆さんから、喜びの声をいただきました。一部紹介させていただきます。

中高一貫校合格のお二人
【妹尾南教室：I さん

岡山大安寺中等教育学校】

私の中学受験は五年生で適性クラスに入ったことから始まりました。
入って間もないころは人数も少ないし、勉強は学校と全然違って難しいので何度もあきらめそうになりました。しかし、家
族みんなが支えてくれたのでがんばることができました。
私は理科がとても苦手で、適性検査模試の適性Ⅰの結果が十点台のときもありました。適性Ⅱはできるのに、なぜ適性
Ⅰができないのか悩みました。周りのみんなはできているのに自分はできず、悔しさのあまり泣いてしまうことが何度もあ
りました。でも、その悔しさを力にかえて苦手な理科を e トレで基礎からやり直し、まちがえたところを分かるまで先生に教
えてもらうなど人一倍努力しました。そうするとだんだん自分に自信が持てるようになり、問題もすらすらと解けるようにな
りました。
今回、大安寺中等教育学校に合格できたのは、苦手なところをこつこつと努力してできるようにしたことが大きいと思いま
す。これからも気をぬかずステキな中学生になれるようにがんばっていきたいです。

【大元教室：Y さん

岡山操山中学校】

ぼくは、友達が受験をしているからという簡単な理由で岡山操山中学校を受けようと思いました。
そんな理由で塾に入ったからなのか、はじめの方は、テストの結果はあまりよくありませんでした。また、授業も何となく
受けている感じで、成長している感覚もありませんでした。こんな状態で五年生の終わりごろまですごしました。
そんなある時、面白そうだなという理由で、合宿に行きました。そこでは、別の教室の人と友達になることができ、授業や
テストも刺激的に感じられました。そして、友達とテストの点で競い合うことで、もっと勉強して成長した自分を見せたい、と
思うようになりました。だから、その後は勉強に積極的に取り組み、総合評価が上がっていきました。
合宿という競い合える環境をつくってくださったこと。これがあったから、合格できたと思います。二年間、ありがとうござ
いました。

県立普通科合格のお二人
【倉敷本部教室：T さん

倉敷青陵高校 普通科】

僕が５年間の塾での勉強を通してはっきりと言えることは、塾の先生方のサポートがなければ志望校合格はなかったと
いうことです。僕は問題を理解して解くのに他の友達よりも時間がかかるほうでした。実力テストでの成績が伸び悩み、勉
強方法に迷っているとき、いつも励まし、アドバイスをしてくださったのは塾の先生でした。授業が終わった後は毎回、まる
で個別指導のように遅くまで僕の質問に丁寧に答えてくださいました。そこで時間はかかったけれど、一つ一つの疑問をし
っかりと理解していくことで、自分の出来ていないところ、ミスをしやすい問題などを克服していくことができたように思いま
す。だからこそ、前向きな気持ちで入試に臨むことができました。
受験直前の最後の最後まで支えてくださった先生方、一緒の教室で頑張った仲間たち、ずっと見守ってくれた家族に感
謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

【笹沖教室：H さん

倉敷古城池高校 普通科】

私は、笹沖明修塾に部活動を引退してすぐに通い始めました。初めての塾で、今までとは全然違う勉強の仕方で少し分
からなかった事などがありましたが、塾の先生方や誘ってくれた友達のサポートのおかげで、少しずつ塾の方針に慣れて
いき、最後まで笹沖明修塾で受験まで勉強を続けることができました。明修塾では、平日では授業の予習をし、休日では
復習や小テストをして、力をつけていきました。特に、家では聞けない解説を聞いたり出そうな時事問題について教えても
らったりしました。塾に入って良かった事は、解き方を詳しく聞いて、前より難しい問題をスラスラ解けるようになったことで
す。塾では、学校の先生に聞けなかった事をその日のうちに聞くことができたので、聞き忘れてモヤモヤすることも減り、よ
り効率的に勉強することができました。家でも集中して勉強をし、さらに塾で詳しく勉強してきたので、自分の行きたい高校
に合格することができました。

★テスト勉強６つの「ＮＯ！」★
テスト勉強で失敗しやすい６つの例を紹介します。こんなトラップにハマらないように、しっかり対策をしておこう。

ＮＯ！

ＮＯ！

めいっぱいがんばろうと決心した定期テスト。やることを詰め込

計画通り、テスト勉強を２週間前からスタート。初めは順調に進

み過ぎて、睡眠時間が３時間の計画を立ててしまった…。眠くて

んだので気を抜いたら、ちょっと予定が狂ってしまった。まだま

勉強ができない。

だ余裕があるから大丈夫と思っていたけれど、気がつくとテスト

➔ＹＥＳ！

は明日だ…。

「規則正しい生活をするのが基本」

➔ＹＥＳ！

テスト勉強の計画を最後までやり遂げるには、生活リズムを乱

「思っているほどゆとりはない」

さないことが大前提。一日に確保できる時間を先に計算して、そ

計画通りに進むとつい気がゆるんでしまうが、実際には、それ

の時間の中で最大限にできることを考えていこう。

ほどゆとりがあるわけではないので注意しよう。その日にやるべ
きことは最初に終わらせて、残りの時間で好きなことをしよう。

ＮＯ！

ＮＯ！

気合を入れて市販の問題集や参考書をどっさり購入。

検索サイトで調べ物をしていたら、グループＬＩＮＥの通知が。テ

全ての教材に手をつけたけれど…アレ？どれも同じ単元で、テ

スト期間中はみんなやらないようにしていたけど、トークに夢中

スト範囲が全然終わっていない。

になって、時間が…。

➔ＹＥＳ！

➔ＹＥＳ！

「参考書や問題集は一冊をやり終える」

「SNS は決められた時間内で」

問題集や参考書にはいろいろな種類があって、あれこれ手を出

勉強中の息抜きは大切だけど、ＬＩＮＥなどはつい長くやってしま

したくなるもの。だけど、コレだと決めた一冊を繰り返しやる方が

いがち。時間に関係なく友だちとつながるツールは通知設定を

効率的な勉強ができる。

オフにしておこう。自分のペースを守り、決めたことをやり終える
ことが大切ですね。

ＮＯ！

ＮＯ！

歴史の勉強で、教科書の年表をノートにていねいにまとめること

定期テストの前は部活動も休み。まずは好きなことを先にしよう

に集中。すごく完璧なまとめノートが完成！でも、テストは明日。

と思って出かけた。夜に、「さあやるぞ。」と思ったけれど、つい

覚える時間がない…。

眠気が。部活動がある日よりも疲れている…。

➔ＹＥＳ！

➔ＹＥＳ！

「まとめにこだわりすぎない」

「試験対策の時間を他のことに使わない」

図や表をきれいに仕上げることに達成感はあるけど、書くことに

試験期間中や発表中に部活動がないのは、テスト勉強に時間

熱中しすぎて内容を理解することや問題演習がおろそかになる

を使うため。部活動が休みだと解放された気分になるかもしれ

可能性が…。書いてまとめることの目的は、あくまで復習のため

ないけれど、別の目的があることを覚悟しておこう。

であることを忘れずに。

岡山地区

倉敷地区

カレッジ

大元教室

086-244-6280

妹尾南教室

倉田教室

086-276-5845

玉野地区

倉敷本部教室

086-426-5530

西阿知駅前校

連島教室

086-446-4034

茶屋町教室

086-428-0280

高校生部倉敷本部教室

スペリア岡山校

086-281-4660

庭瀬教室

086-292-8044

八浜教室

0863-51-2740

086-465-3730

笹沖教室

086-427-3370

倉敷東教室

086-462-6640

庄教室

086-462-8170

086-426-0811

パスカル岡山

086-803-3001

パスカル倉敷

086-426-0711

086-803-3007

代ゼミサテライン

086-426-0811

スペリア茶屋町校

086-428-0280

