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ホームページにて

「教室長ブログ」公開中！

前回に引き続き、今回も学年１位を達成しまし

た！おめでとう！中１・中２の頃と比べると、塾の

授業で学んだ失敗や正しい知識を忘れることな

く活かせるようになりましたね。この夏で大きく成

長し、北辰偏差値でも輝かしい結果を出しましょ

う！応援しています！

中３ 男子

学年１位！ ２連覇達成！

もうすぐBEST10 （11位～20位）
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90点以上の答案
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学年１位

今回も非常に高得点が取れましたが、あなた

は喜ぶどころか、「ケアレスミスをもっと減らした

い！」と心から悔しがっていました。その向上心

が１位の秘訣ですね。塾には良きライバルがたく

さんいます。皆で切磋琢磨して、これからも共に

頑張ろう！

中１ 男子

学年１位！ ２連覇達成！

自己ベスト！ 自己ベスト！



なかなか越えられずにいた学年20位の壁を

やっと突破できました！良かったね！ここから先

がまた更に大変なのですが、だからこそやりが

いがあるのではないでしょうか。習った通りに素

直に取り組むあなたの姿勢はとても好感が持て

ます。２学期はその新たな壁をこえましょう！

中２ 女子

20位の壁を突破！10位以内目前！

中３数学

Sクラス・Aクラス

全体平均

92点！

前回の失敗を活かして、過去最高の順位を再

び獲得できました！ただ私は、あなたならまだま

だ上を目指せるのではないかと思うのです。い

つの日かあなたが「先生、やりましたよ！」と満

面の笑顔で報告に来てくれることを心待ちにして

います！

中２ 男子

23位アップ！ 学年10位以内！

一気に急上昇！お見事でした！普段は持ち前

のキャラクターに私も少々押されていますが

（笑）、私が難しい問題の解説や、大事な話をし

ているときに誰よりも真剣な表情で聞いてくれて

いること・・・私はいつも見ています。２学期も頑

張ろう！

中１ 女子

25位アップ！ 学年10位以内！

友達に続いてあなたも学年10位以内に！おめ

でとう！「こういう解き方もあるんだよ。」と他の解

法を説明しているときに、「おお！なるほど！」と

素直に感心できる点があなたの素晴らしいところ

だね。これからもそこを大切にして、一緒に頑張

りましょう！

中１ 女子

15位アップ！ 学年10位以内！

順位を私達に報告する際、「さて問題です。何

位だったでしょ～うか！？」と、クイズを出してく

るほど（笑）、今回の成績上昇は嬉しかったよう

ですね！本当におめでとう！私も嬉しかった

よ！自分の可能性を否定せず、ひたすら上を目

指すその闘争心、忘れないでいこうね！

中１ 男子

14位アップ！ 学年10位以内！

内申点を上げるために大切な１学期期末試験。

見事に過去最高の順位を再現しました！先日の

面談では受験の厳しさを伝えましたが、君なら

きっと全て受け止めて自らの成長につなげてくれ

ると信じているからこその厳しい話です。今後の

成長、期待していますよ！

中３ 男子

13位アップ！ 学年10位以内！

自己ベスト！ 自己ベスト！

自己ベスト！ 自己ベスト！

自己ベスト！ 自己ベスト！

まだまだ続きます！

100点答案

15枚！



前回の悔しさをバネに一気に成績を上げまし

た！やったね！あなたがたどり着いた領域は、

ほんの少しの点数で大きく順位が変わる領域で

す。それはつまり、更に努力をすれば確実に伸

ばせるということ！この夏が大切ですよ。頑張ろ

うね！

中１ 女子

45位アップ！ 40位台へ突入！

周りの友達も「今回すごいことになってるよ

ね？」と順位が出る前からウワサをしていたほど

成績を上げました！「フツーに自己ベスト超えま

した！」というセリフ、嬉しかったね～。夏期講習

で北辰偏差値も伸ばそう！君ならできる！

中３ 男子

34位アップ！ 一気に20位台へ！

前回も50位くらい順位を上げて自己ベストを出

しましたが、今回はそれを更に上回りました！入

塾前と比べると・・・すごいことに！これ、まだま

だいけますよ。自分の限界を自分で決めずに、

この夏やってやろうじゃないか！

中３ 男子

35位アップ！自己ベスト連続更新！

良いものは持っているのに、ついつい調子に

のってしまい失敗するのがあなたの課題点でし

たが、今回はそこを意識して取り組めたのでは

ないでしょうか？この夏も調子にのらず、勢いに

のりましょう！そして「連勝」しよう！

中１ 男子

41位アップ！ 30位台に突入！

いよいよ学年10位以内まで本当にあとわず

か！もしかしたら、あなたはあまり興味がないの

かもしれないけれど、初めて10位以内をとれたと

きはきっと嬉しいと思うよ？私はあなたがどんな

表情をするのかとても興味があります（^^） 応

援していますよ！

中２ 男子

学年10位以内まで、あとわずか！

過去最高の合計得点を獲得！順位も過去最

高ですが、「どうせなら10位以内に入りたかった

ですよ～」というあなたのセリフは本当に微笑ま

しいエピソードとなりました。不安は努力の燃料

でしたね。この夏も一緒に頑張ろう！

中３ 女子

記録更新！ 学年10位以内、目前！

１学期中間の頃は宿題を連続して忘れたため、

叱ったことがありましたね。少々やんちゃな部分

は今も継続中ですが（笑）、入塾当初と比べると

だいぶ落ち着いて勉強できるようになり、ここま

で良い成績が出ました！２学期、あなたの底力

が試されます。やれるよね？期待しています

よ！

中１ 男子

12位アップ！ もうすぐBEST10！

学校での出来事を目を輝かせながら話してく

れるあなた。勉強面でも目の輝きを失うことなく

難しい問題に対して素直に挑戦してくれる姿が

最高です！学年10位以内まであとわずか！思

いきって目指してごらんよ。達成したときの喜び

を味わってほしいです！嬉しいですよ～。

中１ 女子

12位アップ！ もうすぐBEST10！

自己ベスト！ 自己ベスト！

自己ベスト！ 自己ベスト！

自己ベスト！ 自己ベスト！

自己ベスト！ 自己ベスト！



過去最高順位を見事に塗り替えました！本当

におめでとう！上にいるのは中学でも一目置か

れている生徒たちでしょうが、もうあなたもその

一人と言っても良いでしょう！自分の可能性を信

じて、この夏も頑張ってほしい！

中３ 女子

21位アップ！ 10位台は目の前！

ヒストグラムを見ると、数学はもしかしたら学年

最高点をとれたのでは？というくらい一気に点数

をあげました。おめでとう！授業中も本当に集中

して取り組み、素直に実践してくれる姿、いつも

感心していますよ。夏期講習も共に戦おう！

中３ 女子

30位アップ！ 数学 過去最高点！

編集後記
まだまだ載せたい生徒

がいます。続きは教室長

ブログで語ります！

※左は妹の成人式のと

きに撮った写真です。

写っているのは妹とバン

ドマン時代の私です（笑）。

先日あなたから「学年10位以内の人達は教科

書の端っこの方まで読んでいるって聞いたんで

すけど、やっぱりそこまで読んだ方がいいです

か？」と質問を受けました。入塾当初と比較にな

らないほど成績をあげましたが、更に上を見てい

るあなた。眩しすぎるぞ！

中２ 女子

30位の壁を突破！ 20位台へ！

順位が発表されたとき、嬉しそうに塾に報告に

来てくれましたね。「まん中ぐらいの順位で良い

んです。」そう言っていたあなたでしたが、欲が出

てきたのではないでしょうか？その欲を爆発させ

て、この夏も頑張ろう！すでに唯一無二のキャラ

クターは爆発していますが（笑）。

中１ 男子

21位アップ！ 40位台へ突入！

試験の結果が出たとき、「先生やばいです！」

と報告にきてくれたあなた。「え？私って、何がそ

んなにやばいの？」と思ったら、数学の点数のこ

とでしたね（笑）。苦手意識のある科目が100

点！やりましたね！私も嬉しいです！夏期講習

の実力テストも、ヤバい点数を目指して下さい！

中２ 女子

数学 初の100点！おめでとう！

習い事があり、「時間が足りない・・・」と涙を流

しながら試験勉強を頑張っていたとお母さんから

聞きました。そんなあなたが数学で過去最高得

点をとり、嬉しそうに報告に来てくれたときは本

当に感動しました！また、一緒に喜びたいね！

共に頑張ろう！

中３ 女子

19位アップ！ 数学 過去最高点！

本当に小学校の頃、算数が苦手だったので

しょうか？完全に得意科目に変えたと言えます

ね。だって100点なのですから！次の得意科目

は何にする？そうやって、あなたの世界がどん

どん広がることを楽しみしています！

中２ 男子

数学 初の100点！やったぜ！

部活を引退したあと、すぐに気持ちを切り替え

て試験勉強を頑張っていましたね。見事、前回

の自己ベストをさらに塗り替えました！おめでと

う！部活で鍛え上げた根性を、この夏もうんと発

揮して下さい！更なる成長を楽しみにしています

よ！

中３ 女子

28位アップ！自己ベスト連続更新！

自己ベスト！

自己ベスト！ 自己ベスト！

自己ベスト！ 自己ベスト！

自己ベスト！ 自己ベスト！

自己ベスト！

先日、「ここの面積がこうなるところまでは分か

るんですけど、そのあとの解説がよく分からなく

て・・・」と質問に来てくれました。自分でも解説を

読み、悩んだ末での質問、あなたがそういう質問

をしてくれたことが嬉しいよ！今後も続けて！

中３ 女子

前回より19位アップ！

自己ベスト！


