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ホームページにて

「教室長ブログ」公開中！

いつも当塾の指導にご理解とご協力を頂きまして誠にありがとうございます。教室長の大内でございます。先日、埼玉県

私立高校の入学試験が実施されました。私立高校第一志望の生徒さんは無事希望する高校に全員合格！おめでとうござ

います！公立第一志望の生徒さんも、これであとは公立高校の勉強に専念できますね。最後まで一緒に闘いましょう！

また、今回は小学生の生徒さんの成績上昇例を掲載しました。小学校のテストではなく当塾で実施している学力テストの

結果によるものです。（他の進学塾でも同じテストを実施しているため、偏差値が算出されています。） 小学生の生徒さん

の頑張りを見てあげて下さい！
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※Aさん，Bさん・・・は生徒さん本人のイニシャルではありません。

算数 小４の４月から通っているあなたも、いよいよ中学生ですね。

普段はマイペースな部分がありますが、スイッチがONになったと

きの集中力と切れ味は抜群だと思います。中学校での成績が楽

しみです！これからも一緒に頑張ろう！

小６ 女子 Ａさん

小学生 冬期学力テスト

小6 ４月テストより…

36点アップ！偏差値9アップ！
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成績アップ おめでとう！！

国語 クリエイトの授業をとても気に入ってくれていると、お母さまから

聞いています。テストのための練習問題集（パル）も、時には３

回解いてからテストを受けているあなた。その積極的な姿勢が

最高です！これからも続けてね！

小６ 男子 Bくん

小6 ４月テストより…

22点アップ！偏差値9アップ！

算数 最前列で授業を受けてもらっていますが、いつも本当に集中し

ていて素晴らしいです！実は、その背中をクラスのみんなにも見

てもらいたくて、最前列に座ってもらっているところもあります。こ

れからも期待していますよ！

小６ 女子 Cさん

小6 ４月テストより…

27点アップ！偏差値5アップ！

算数 算数が苦手で本当に悩んできましたよね。しかし、丁寧に取り

組むあなたについに学問の神様が微笑んでくれました！良かっ

たね！友達と一緒にお互いを高めあって、これからもまじめに頑

張っていってほしいです！

小６ 女子 Dさん

小6 ４月テストより…

28点アップ！偏差値6アップ！

国語 国語は初見の文章に対する取り組み方を中心に授業をしてい

ますが、大きく偏差値が伸びましたね！あとは算数も途中の計

算を丁寧にできるようになると、パーフェクトです！更なる成長を

楽しみにしているよ！

小６ 男子 Eくん

小6 ４月テストより…

24点アップ！偏差値12アップ！

算数

■ クリエイトの学力テストについて。

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とは異なり、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。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。

中学生が受ける北辰テストは埼玉県内の90％以上の中学生が受験しますが、当塾の学力テストは一部

の進学塾だけでの受験となります。偏差値は受験者層の実力によって変わります。例えば北辰テストの偏

差値が70の生徒さんが当塾の学力テストだと偏差値が60～65くらいになります。



算数 クリエイトの算数の授業を気に入り、入塾してくれたあなた。お

よそ１年で確実に算数の力が伸びたと思います。塾ではとても

落ち着いて勉強できていますよね。ぜひ、中学生になっても続け

てください。一緒に頑張ろう！

小６ 女子 Fさん

入塾時（小6 ４月テスト）より…

40点アップ！偏差値11アップ！

算数 「クリエイトの授業はちゃんと聞いて、宿題も頑張る！」という強

い気持ちで通っていますと、お父様からお話を聞きました。嬉し

いです！勉強はやった分だけ伸びます。中学生になることを良

い機会にして、思いっきり頑張ってみよう！

小６ 女子 Gさん

入塾時（小6 ４月テスト）より…

26点アップ！偏差値4アップ！

国語 算数は得意だけど国語が・・・という状況で入塾したあなたでし

たが、半年ほどで良い結果が出ましたね！塾のテキストにのっ

ている難しい問題も粘り強く考えて取り組んでいて良いぞ！中

学校でも上位の成績を目指そう！

小６ 男子 Hくん

入塾時（小6 8月テスト）より…

20点アップ！偏差値9アップ！

算数 図形が苦手で・・・というところからクリエイトをスタートしたあな

たでしたが、今回は図形もバッチリできました！問題文をきちん

と読み、丁寧に解く姿勢は皆に見習ってほしいほどです！絶対

に続けて下さいね！

小６ 女子 Iさん

入塾時（小6 8月テスト）より…

36点アップ！偏差値7アップ！

算数 入塾時のテストより確実に良い結果が出ています。普段は

ゲームが生活の中心のようですが（笑）、中学生になったら「試

験前は勉強！」と、メリハリをつけて頑張れると良いね！君なら

トップクラスの成績も夢じゃないぞ！

小６ 男子 Jくん

入塾時（小6 8月テスト）より…

38点アップ！偏差値7アップ！

算数 お母様から、「クリエイトの算数の授業を受けて、算数がおもし

ろくなってきたと言うようになりました。」と嬉しいメッセージを頂き

ました。難しい問題も一生懸命考え抜いてくれる姿が最高で

す！あなたの武器にして下さい！

小６ 男子 Kくん

入塾時（小6 8月テスト）より…

37点アップ！偏差値7アップ！

算数 小３の冬から通ってくれているあなた。あまり好きではなかった

角度の問題も、今では「角度はできるようになった！」と言ってく

れるほど。いよいよ小６！クラスの仲間と競い合いながら頑張っ

ていこうね！

小５ 男子 Lくん

小４ ４月テストより…

偏差値6アップ！

算数
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算数 入塾する前の学力テストと比べると、高得点が安定してとれる

ようになりましたね！普段は元気が良すぎるくらいのときもあり

ますが（笑）、難しい問題が解けたときには誰よりも喜ぶ姿が印

象的です。これからも頑張ろう！

小５ 女子 Nさん

小４ ４月テストより…

偏差値9アップ！

算数 わり算で苦戦したことがきっかけで入塾したあなたでしたが、

当時と比べるとできるようになったことが増えたね～という印象

を冬期講習で感じました。お友達と一緒にもっともっと積極的に

取り組んでみよう！まだまだ伸びるよ！

小５ 女子 Mさん

入塾時（小４ 11月テスト）より…

22点アップ！偏差値11アップ！

算数 お兄ちゃんがものすごい勢いで成績を上げましたが、あなたも

着実に偏差値を伸ばしています！素晴らしいですね！授業もと

ても真面目に集中して受けていて、えらい！小６の間に更に力

をつけて、中学校で上位を目指そう！

小５ 女子 Oさん

入塾時（小５ ６月テスト）より…

13点アップ！偏差値9アップ！

算数 塾ではとても落ち着いて授業を受けていますね！お家ではもう

少し元気いっぱいのようですが（笑）、それで良いと思います！

小５の算数は図形や文章題が多くて大変ですが、クリエイトの先

生と一緒に頑張ろうね！

小４ 男子 Pくん

入塾時（小４ ４月テスト）より…

偏差値5アップ！

算数 初めての学力テストは戸惑った部分もあったようですが、だい

ぶ慣れてきたことが結果からも分かります。クリエイトで教わった

通りに頑張ることで成績が上がることを受験生のお兄さんが示

してくれています。あなたも続いてね！

小４ 男子 Qくん

入塾時（小４ 10月テスト）より…

16点アップ！偏差値4アップ！

編集後記

小学生の成績上昇例は初めての試みでしたが、いかがでしょうか。小６生（新中１

生）は、おかげさまであと数名で満席になるくらい多くの方に通って頂いているため、成

績上昇例もたくさんできました。小学生の皆さん、２月の学力テストも頑張ろう！

そして、中３生は公立高校入試まであとわずかとなりました。同時に当塾もあとわず

かで卒業です。最後の授業の日に一人一人に宛てた手紙を渡していますが、今年も

早速書き始めました。これまでの様々な思い出を振り返りながら書きますので目頭が

熱くなることもあります。同時に、「どうにかして合格させてあげたい！」という気持ちで

いっぱいになります。

新型コロナで色々なことが失われ、前例のない事態の連続だった受験生生活。最後

の最後、勝って笑顔で終わりたいですよね？そのためには１問でも多く問題を解くこと

です。不安をバネに、勝ちたい気持ちを燃やして、最後の最後まで共に闘いましょう！

（大内）


