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都立高校の推薦入試、
一般入試まで残りわずか
となった。中学三年生の
生徒さんにとっては、焦
りと不安を最も感じる時
期だろう。そこで、少し
でもその不安を軽くして
あげたいという想いか
ら、前年、ステップアカ
デミーで勉強を頑張り、
見事第一志望の高校へ合
格されたＨくんへ参考ま
でに話を伺った。Ｈくん
は、中学三年生から光が
丘第２教室の方へ通って
おり、一生懸命勉強を頑
張った結果、第一志望の
学校に合格された。その
後、成増教室の方が学校
に近く、自習に来やすい
事から、高校一年生から

は成増教室に通ってくれ
ている。定期テストの前
には積極的に自習や増コ
マを行い、毎回万全の準
備をしテストに臨んでい
る。その頑張りが功を奏
して、受講科目である数
学は、入塾前七十点ぐら
いだったテストが現在で
は、九十点以上を取れる
ようになった。もう一つ
受講頂いている英語に関
しても、ケアレスミスを
除けば、八十点以上は取
れるまでになった。今回
のインタビューに対して
も急な話ながら「後輩の
為なら」と快く引き受け
てくれたのだった。イン
タビューの内容は、主に
受験前にどのような勉強

をしたかについてであ か」という質問に対し、
る。「受験前にどのよう 「自習に行った」と答え
にステップアカデミーを ている。家で勉強する事
活用していたか」という は勿論大切であるが、入
質問に対し、「ラスト一 試などで出題される応用
か月コマを増やし、出来 問題を解くためには、知
ない所だけやった」と答 識よりも考え方が重視さ
えている。直前になると、 れる。家で解説を読んで
全教科やらなければとい 勉強していてもどうして
う気持ちになりがちだ も理解出来ない部分が出
が、Ｈ君は、自分の分か てきてしまう。その対策
らない部分をしっかりと として、自習に来ること
把握していたため、重点 で、教室長や担当の先生
的に苦手克服が出来たの に質問し、解き方を教わ
だった。加えて、「受験 る事で、効率良く問題に
までの
日々を
どのよ
うに過
ごして
い た

入試直前対策 受験前の心得
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↑Ｈ君インタビュー

取り組む事が出来るので
ある。次に、「受験前に
やっておいて良かった
事」を伺うと、「過去問」
と答えている。例年、ス
テップアカデミーでは、
試験日が近づくにつれ
て、通常授業で、生徒さ
んそれぞれが受験される
学校の過去問を用いた授
業に切り替わる。Ｈ君も
例外ではなく、過去問を
行っていた。その過去問
の中で、自分が苦手な所
を見つけ出し、前述の増
コマや自習によって、試
験までの日々を効率良く
過ごしていたそうだ。最
後に、「受験生に対して
何かアドバイスはありま
すか」という質問をして
みた。Ｈ君は、「行きた
い高校へ行けるよう頑張
って下さい」と言ってい
た。この言葉には、「行
きたいという気持ち」が

総合大賞・似顔絵大賞作品
小６ 蕪木 夏音さん作
『ステップ君（氷の像）』

↓俳句大賞：中３押田 祐矢君作『今年もか…』

んの四名である。左下に
掲載させて頂いたので、
ご覧頂けると幸いであ
る。

最終的に一番大事になっ ように、まず過去問を解
てくるのだそうだ。「こ き、分からない部分をは
の高校へ行きたい」とい っきりさせ、増コマや自
う気持ちがあればあるほ 習を行う事で、先生の解
ど、勉強が嫌いでも頑張 説を元にしながら苦手克
れる。「塾に行くの面倒 服をしていき、「自分は
だな」と思っても「あの これだけやったんだ」と
高校へ行く為なら」と奮 いう自信で不安や焦りを
起出来るのである。私自 和らげられるのである。
身もこのことに非常に共 ただ、それを行うために
感出来た。ただ漠然と頑 はやはり「行きたい高校
張るよりも目標がある方 へ行く為に頑張る」とい
が人の努力は続くのであ う気持ちがなければ話に
る。実際に、Ｈ君は、目 ならないとＨ君へインタ
標の高校へ行きたいとい ビューして感じたのだっ
う気持ちを強く持ち、そ た。余談になってしまう
のために増コマや自習を が、インタビューを行っ
行っていたそうだ。最後 た際、二学期末のテスト
に、まとめさせて頂くと、 結果を持って来てくれ
受験前の不安や焦りとい た。それを拝見すると、
うのは誰もが抱えている 数Ａがクラスで一位だっ
物である。その不安や焦 た。高校生になっても手
りを完全に無くす事は難 を抜く事無く、増コマや
しいが、少なくする事は 自習を行った結果が最高
可能である。その為の一 の形で現れたように感じ
つの手段として、Ｈ君の た。

月 日から 月 日 プ君クリスマス祭典』が ステップアカデミーとし 顔絵部門』
『四コマ部門』 大賞』を決めさせて頂い こちらは『俳句大賞』を 転結がしっかりとついて
にかけ、 開催された。前回の『ハ ては二度目の祭典であ を引き継ぎ、今回は新た た。『総合大賞』に選ば 受賞された。応募数が最 いるという部分が高く評
『ステッ ロウィン祭典』に続き、 る。前回盛り上がった『似 に『俳句部門』と『物語 れた方には、賞品として も多く、激戦だったが、 価された。ここまで各大
部門』が追加された。似 左に掲載させて頂いた 全ての作品を拝見させて 賞を紹介させて頂いた
顔絵や四コマ漫画は、創 『フルーツタルトケーキ』 頂いた中で、タイトルと が、惜しくも大賞には届
造性を養ってもらいたい が送られた。賞品が豪華 言葉の使い方が最も秀逸 かなかったが、良い作品
という想いから行い、新 になった事も加わり、今 に感じられた為、選ばれ を出してくれた方には、
たに追加された物語と俳 回の『ステップ君とクリ た。そして、『四コマ大 『ステップ賞』が送られ
句には、限られた字数の スマス』は『ハロウィン 賞』は、光が丘第１教室 た。受賞された方は、光
中で、自分の考えや表現 祭典』よりも大いに盛り で頑張っている中澤楓花 が丘第１教室の藤村さ
する力を養って欲しいと 上がったように感じた。 さんの『プレゼントは…』 ん、内間君、光が丘第２
の想いから追加させて頂 中でも、新しく作られた が選ばれた。こちらは、 教室の竹本さん、佐伯さ
いた。初めは俳句のみ追 俳句部門には、予想以上 前回のステップ新聞の時
加させて頂く予定だった の応募があったのだっ と同様に、表面の左側に
が、前回の『ハロウィン た。それでは、大賞を受 掲載させて頂いている。
祭典』に参加頂いた生徒 賞された作品を紹介して 作風が可愛らしく、オチ
さんより「物語部門も加 行こう。右上に掲載した がしっかりとついている
えて欲しい」という嘆願 のは、光が丘第１教室で 所が高く評価された。最
↓ 総合大賞賞品 のフルーツタルト 書 を 頂 い た 頑張っている蕪木夏音さ 後に、『物語大賞』は、
為、物語部門 んの『ステップ君（氷の 第１教室で頑張っている
も追加された 像）』である。こちらが、 蕪木虹人君の『ステップ
のだった。加 『総合大賞』と『似顔絵 君
サンタステップ君
えて、今回は 大賞』を受賞された。似 雪バトル！』が受賞され
クリスマスと 顔絵が上手な事は勿論、 た。似顔絵大賞と総合大
いう事で、各 ステップ君を氷にした独 賞を受賞された蕪木夏音
部門で大賞を 自性が高く評価されたの さんの弟さんで、ご姉弟
取った方の中 だった。次に、左上の作 での選出となった。四コ
からさらに一 品は、光が丘第２教室で マ漫画大賞同様、表面へ
名を選ばせて 頑張っている押田祐矢君 掲載させて頂いている。
頂き、『総合 の『今年もか…』である。 話のテンポが良く、起承

←ステップ賞を受賞した
小６竹本さん中３内間君
小５藤村さん小６佐伯さんの作品
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冬期講習と並行し、入 る。五十コマ以上受講頂
試直前対策コースがステ いた方には、五パーセン
ップアカデミーで行われ トの割引きもさせて頂い
ている。対象となるのは、 ているので、入試前最後
高校受験をされる中学三 の追い込みにご利用頂い
年生の生徒さん、中学校 てはいかがだろうか。
受験をされる小学六年生
の生徒さん、大学受験を
される高校三年生の生徒
さんである。このコース
は、入試に向け、入試前
日まで対策を行える。普
段受講頂いている授業で
も入試対策は行っていく
が、入試直前対策コース
では、どの教科でも自由
に選択頂ける。そのため、
試験前にまんべんなく対
策を行いたいという方や
一教科受講頂き、苦手克
服に役立てる事も出来

ステップ君クリスマス祭典
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まちがいをみつけよう！

左の二枚の絵にはまち にまちがいをさがしてみ
がいが５つあります。二 よう！
つの絵をよくみくらべて こたえは、うらにある
見てともだちやおかあさ よ！
んおとうさんといっしょ

