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塾内

学力テスト

入塾時からこんなに伸びたよ！

本郷教室通信

ホームページにて

「教室長ブログ」公開中！

入塾時 8月 9月 10月

国語小５ 男子

入塾時→3回平均

偏差値16アップ！

※入塾時の偏差値と、8月・9月・10月の3回平均偏差値を比べています。

入塾時 8月 9月 10月

国語 初めて読む物語や説明文で、毎回高い点数が

とれていて、すごい！苦手に思っている算数も、

たくさん練習すれば必ずできるようになるぞ！あ

なたを応援しているのはお父さんやお母さんだけ

ではないよ。一緒に頑張ろう！

小４ 女子

入塾時 8月 9月 10月

算数小６ 女子

入塾時 8月 9月 10月

※2021年の8月・9月・10月に

実施した学力テストです。

この3回分の偏差値の平均を

求めて入塾時と比較しました。

入塾時→3回平均

偏差値13アップ！

入塾時→3回平均

偏差値10アップ！

落ち着いて授業を受けてくれていますね。習っ

た通りに取り組むことに、今よりも更に意識して取

り組めると、まだまだ点数がアップできると思いま

す。もうすぐ中学生！今のうちに実力を高めてお

きましょう！

あまりの上昇ぶりに私はてっきり何か特別なこと

をされているのかと思っていたのですが、クリエイ

トに通い、授業を受けて宿題をきちんと取り組ん

でいるだけだと聞いて嬉しくもあり驚きもしました

（笑）。算数も100点！もう降参（笑）！あっぱれ！

※具体的な偏差値は

公開していません。
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■ クリエイトの学力テストについて

これまでに学習してきた全ての単元が試験範囲となる学力テストです。公立小学校で実施されている各単元ごと

のまとめテストで90点くらいの点数が取れるお子様でも、当塾の学力テストだと50点前後の点数しか取ることができ

ないというケースが多い・・・といった難易度です。

泰平中や植竹中などの公立中学校の学年10位以内に入る力がある生徒さんは、小学生当時この学力テストで毎

回80点以上の点数をとっていました。

入塾時 8月 9月 10月

算数小５ 女子

入塾時 8月 9月 10月

算数小４ 女子

入塾時 8月 9月 10月

算数 塾の進むペースが小学校より早くて少し苦戦し

ていた部分もありますが、入塾時より良い成績が

毎回とれるようになっています。この前算数の授

業でやった「理由を説明する問題」も完璧に回答

できていたね！その調子でいこう！

小６ 女子

入塾時 8月 9月 10月

算数 初めてテストを受けたときと比べると明らかに高

い点数がとれるようになったね！塾の宿題をもう

少し早めに落ち着いて取り組めるようになると、

もっともっと伸びると思います。高校生のお兄さん

のように頑張ってみよう！

小５ 男子

入塾時 8月 9月 10月

国語 塾に来たばかりの頃よりも、高得点がとれるよう

になりました！自分が間違えた問題があったら

「もう同じような間違いはしないぞ！」と意識できる

ようにしよう。それができれば君は無敵だ！期待

しているよ！

小４ 男子

入塾時→3回平均

偏差値8アップ！

入塾時→3回平均

偏差値13アップ！

入塾時→3回平均

偏差値13アップ！

入塾時→3回平均

偏差値8アップ！

入塾時→3回平均

偏差値8アップ！

「算数は苦手」と、口に出してしまうことがあるみ

たいですが、塾に入ったばかりと比べると明らか

に力がついていること、知っているかな？苦手だ

と思い込んでいるだけかもしれないよ？自信を

持って頑張ろう！

塾に来たばかりの頃は、なかなか早くとけずに

苦労していましたが、最近は教室内でも1番か2番

に解き終わるほどに！あまりに早く終わってしま

い、見直しすることに飽きてしまうときも（笑）。もっ

ともっと得意科目にしよう！
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入塾時 8月 9月 10月

算数 成績に少しムラがありますが、入塾時よりも確

実に良い点数がとれるようになりましたね！いよ

いよ中学生です。今のうちに実力を高めて、周り

が驚くような成績を目指しましょう！楽しみにして

いますよ！

小６ 男子

入塾時→3回平均

偏差値6アップ！

入塾時 8月 9月 10月

算数 初めて塾に来た頃と比べると楽しそうに算数に

取り組めるようになったね！この前はどうしてその

答えになるのか、きちんと説明することもできまし

た。一発で正解することに、こだわることができる

と更に伸びるぞ！ガンバレ！

小４ 女子

入塾時→3回平均

偏差値7アップ！

入塾時 8月 9月 10月

国語 とても落ち着いて授業を受けてくれていますね。

入塾した時から高い点数がとれていましたが、そ

れが更に伸びていてすごいね！100点も夢じゃな

いと思います。チャレンジしてみましょう！

小４ 男子

入塾時→3回平均

偏差値5アップ！

入塾時 10月

国語 塾に通い始めて、自分の実力に気づき始めてく

れたかな？今は少し自信がついてくれたのか積

極的に取り組めていますね。少し調子にのってし

まうところもありますが（笑）、明るく楽しそうに勉

強できるのは良いことです！

小４ 男子

入塾から約2か月

偏差値15アップ！

クリエイトの先輩たちも

乗り越えた道です！！

小学生のみなさん！

頑張ろうね！

小６生のみなさんにお知らせ
11月の学力テストと冬期講習の学力テストの結果をふまえて

新中１のクラス分けをする予定です。

頑張って勉強して臨んで下さいね！
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入塾時 10月

算数 取り組みも、字も、本当にていねいで素晴らし

い！その取り組みが高得点につながっているの

だと思いますよ。これからも続けていこうね！中

学生になると、それが更に武器になると思います。

小４ 男子

入塾から約2か月

偏差値6アップ！

入塾時 10月

算数小６ 男子

入塾から約2か月

偏差値5アップ！

算数 これまでで一番良い点数がとれました！コツコ

ツと続けてきた勉強が実を結び始めたね！今度

のテストも事前問題集をきちんと取り組んで受け

ましょう。良い点数が取れた時の喜びをまた味

わって下さいね！

小５ 女子

初の

70点台後半！
自己ベスト

更新！

国語 先日の算数でも、どうしてその答えになるのか

説明する問題で、素晴らしい回答をしてくれたあ

なた。その国語の力は算数にも活かすことができ

る！これで算数も得意になったら、中学で上位に

なれます！頑張ろうね！

小６ 女子

初の

90点台！
自己ベスト

更新！

算数 入塾当初から算数は得意科目でしたが、さらに

伸びていてすごいね！100点まであと数点のとこ

ろまできました！達成できた時はお祝いだね。私

達も楽しみに待っていますよ！

小５ 女子

過去最高点

あと少しで100点！

自己ベスト

更新！

学力テストはこれまでに学習したこと全てがテスト範囲になります。今まさに中

学３年生が毎月受けている北辰テストと同じです。こうやって毎月のように学力テ

ストを受けることで、以前習った単元を復習する機会にもなり、少しずつ学習内容

が定着していくケースを何度も見ています。小４の頃は30点～40点台しか取れな

かった生徒さんが小６の頃になると70点台が普通になり、中学では定期試験で

学年10位以内に入るほど成長したケースもあります。

小学生のみなさん、事前問題集のパルをきちんと取り組んで学力テストを受け

ることを続けて下さいね！点数が上がると嬉しいぞ～！勉強も面白くなり、学校

生活も更に楽しくなりますよ！

次のテストの点数がクラス分けに関わると聞き、

「何点以上だったらＳクラスになれますか？」と質

問してくれたあなた。その向上心、素晴らしいで

す！早く解くことよりも正確に解くことにこだわるこ

とができれば、確実に伸びるでしょう。心がけて！

教室長 大内より
ひとこと


