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 『なんで勉強なんかするの？』－今大人になった人も、みんなが学生のころに思ったこと。こんな面倒で苦しいこと、どうしてわざわざやらないといけないのか、色んな話

を聞いてちょっぴり納得してみても、実際は大人になって社会に出て初めて実感するものかもしれません。それでも、今勉強しておくことが社会で大きな力を発揮することは、

大人がみんな感じている事実。勉強というのは知識だけを身に付けるものではなく、判断力、思考力、精神力、生活力…とたくさんの重要な力をつけてくれているのです。知

識自体はそのうち失われていくかもしれません。しかし、勉強から得た副産物は永遠に自分のものです。つまり勉強は、長い人生を歩んでいくのに大切な力を育ててくれてい

るのです。それなら点数(数字)は関係ないと思うかもしれませんが、それはとらえ方が単純過ぎます。確かに他人と比べた点数の上下は関係ありません。あくまでも自分自身

の勉強の副産物(判断力、思考力等、上記の力です)の成長の度合いが目で見てわかるのが「点数」です。あなた自身の人生はあなたのものでしかありません。それならば、誰

かと比べるなんて時間の無駄。今日の自分より明日の自分を育てていくことに力を発揮していきませんか。さてさて、あなたへ処方箋を差し上げましょう！(＾0＾) 

 

【症例①】本当は応援してほしいさん 
怠慢型 

【症状】 
・教科書をただ見つめる 

・とにかく書かない、繰り返さない 

・同じ問題は解く気がしない 

・時間が経つのがやけに遅く感じる 

・手の休憩により、脳も休憩 

・しょっちゅう、ひじをついている 

・時間だけが流れ｢やったつもり｣に 

※口癖『どうせ…』 

 【悪化症状】 
・やったつもりなので不満がたまる 

・点数に反映されず、「勉強＝苦痛」が脳 

に刻み込まれる 

・勉強嫌いが加速 

・「勉強作業｣に慣れることが出来ないので 

少々書いた程度で疲れてイライラし、単

元が増えるにつれてますます悪化 

※｢努力は報われる｣という実感が持てない。 

【処方箋】 
・『書きまくりノート』を常に利き手側 

に配置。読みながら、目で追いなが

ら、手を連動させる(書く、線を引く、

走り書きする etc)※雑で OK！ 

・手を休めないため、両手を使えるよ 

うに意識してひじをつかない 

・同じ問題を出来るまで繰り返す 

※｢やれば出来る喜び｣が生まれます。 

【症例②】本当は頑張りたいさん 
他人のせい型 

【症状】 
・成績の良い人の地道な努力は無視、 

点数しか見ず、「もともと賢い。不

公平。」などと結論づける 

・自分はやっているのに…と実際に勉強

した時間を無視して不満をためる 

・理解と定着の違いを理解しようとせ 

ず、暗記から逃げる 

・スマホ・TV・ゲームの使用時間が長め 

・勉強の話には、まずキレる 

・やり方を教えられても「やらない」 

※口癖『説明聞いてもわからんし！』 

 【悪化症状】 
・チャレンジした結果が｢絶対に成功する｣ 

と保証してもらわないと努力したくない 

・学習内容が深まるにつれて成績はきれ 

いに下降ラインを描く 

・下降ラインを見て、自分以外の何かの 

せいにして言い訳探しに奔走 

・楽に出来る勉強方法をひたすら模索 

・実際に勉強はしない 

・参考書の無駄買い 

※うまくいかないことは何かのせいにするク

セが定着。なかなか抜け出せなくなる…。 

【処方箋】 
・点数の良い人は陰ながら努力を積み 

重ねていることを受け止める 

・比べる相手は今までの自分だと知る 

・2，3回はうまくいかなくて当然、と 

開き直り、「続ける」 

・1科目ずつチャレンジし、完璧主義 

は捨て去る 

・人に宣言せず、密かに定期テスト勉 

強に取り組んでみる… 

※自分で解決してみようという前向き 

な姿勢に変わります。 

【症例③】本当は上昇思考さん 
他力本願型 

【症状】 
・〇〇をやりなさい、とかなり具体的 

に言われないと出来ない 

・せっかくテスト範囲が発表されても 

何から手を付けるか迷い、放置 

・テスト前日に焦り、｢だって…」と、 

勉強よりおしゃべりに時間を使う 

・教科書、ノート、テキストで勉強す 

るのが苦手(文字を追いたくない) 

・プリントが好き(まとめてもらって 

得した気分) 

・忘れ物が多い、よくモノを失くす 

※口癖『言われたことをやっても出来ない』 

 【悪化症状】 
・楽な方法でないとやる気が起きない 

・自分で思考する能力が育たないので、 

応用問題は解けない 

・解けないから、逆に応用問題にこだわる 

・塾に行っているから家では何もしなく 

ていい、と開き直る 

・楽しい情報を与えてくれるスマホにど 

っぷりはまる 

・時間配分が苦手になり、行動が遅くな 

る、または、あわてん坊になる 

※自分で考えて動くことが苦手になり、 

周りに流されやすくなる。 

【処方箋】 
・「楽な勉強方法｣は基礎知識を持った人が 

活用できるもの(＝応用)だと自覚する 

・漢字、単語、社会の太文字…などわ 

かりやすい｢暗記｣からスタートする 

・毎日ほんの少しでいいので、机につ 

き、習慣化をはかる(習慣化=21日間) 

・勉強部屋を決めない 

・家でもテキストを持ち歩き、思い立 

ったらその場でやる 

・学校の授業を集中して聞いてみる 

・スマホは遠くに置く、親に預ける 

※自主的に行動するようになれます。 

【症例④】本当は好奇心旺盛さん 
こだわり＆ゆるみ型 

【症状】 
・人の意見を聞き入れにくい 

・自分のペースを崩さない 

・単語カード等のモノにこだわる 

・言われた通りになかなか出来ない 

・せっかくの勉強も結果がついて来な 

いことが多い 

・マイペースのため周囲に離されやすく、

そうなっても自分のペースを守る 

※口癖『でも…』『え～…』『いいねん』 

 【悪化症状】 
・テスト直前にノートをきれいにまとめ 

ることに力を注ぐ 

・丁寧なのに、テスト範囲が終わらない 

ため、点数に反映しない 

・指示を聞き逃しやすく、勘違いが発生しやすい 

・頑張っているのに暗記が追いつかず、 

つまずきが積まれていく… 

※せっかく真面目なのに他の人に引き離され

やすくなってしまう！ 

【処方箋】 
・点数が思うようにいっていないなら潔く 

勉強分野ではマイペースから離れる 

・点数が良い子、勉強がはかどってい 

る子の勉強の行動をモノ真似する 

・『書きまくりノート』を用意する 

・どうしてもこだわりたい部分は、テ 

スト 1か月前にやってしまう 

※自分の意思と行動が一致して、点数

が上がりやすくなります。 

【症例⑤】本当は熱い心さん 
逃避型 

【症状】 
・学校の提出期限を守らない 

・学校の授業は罪悪感もなく寝る 

・内心、やらなければまずいと焦って 

いるため、指摘されると図星でキレる 

・目標のハードルが低い 

・すぐに｢大丈夫｣だと安心する 

・最後まで解答欄を埋めただけで｢今回 

めっちゃいけたかもしれん！｣と言う 

・机の上、プリント、字がぐちゃぐちゃ 

・テレビの録画撮りでテレビ鑑賞が終わらず 

・スマホ使用時間ルールを平気でやぶる 

※口癖『うるさい！やる気失せるわ』 

 【悪化症状】 
・安心したいので、友達に｢勉強してる？｣

と聞いて、本当に安心する 

・やればいつでも出来る、と勘違い 

・気づけばわからないことだらけで勉強 

についていけなくなっていく 

・プリントがぐちゃぐちゃで、テスト範 

囲のプリントもよくわからない状態 

・置き勉が超一流 

・テスト前にも置き勉を持ち帰ることを 

忘れてろくな勉強が出来ない 

※何事に対してもやる気がわかず「あきらめの

早さ」が身に付き、好きなことだけに熱心。 

【処方箋】 
・机(勉強する場所)をきれいにする 

・何でもいいから答えを書いて終了、

ではなく、しっかり考えて解く 

・常にキッチンタイマーで時間を管理し、 

行動にメリハリをつける練習をする 

・科目ごとに BOXファイルを作り、 

手を伸ばせば届く位置に配置 

・ちょこちょこ勉強を積み重ねる 

・学校の授業で寝ない 

・勉強以前の｢生活リズム｣を整える 

※逃げるよりもやったほうが達成感が 

あることを学びます。 

このままで 

いると… 

このままで 

いると… 

このままで 

いると… 

このままで 

いると… 

このままで 

いると… 
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 ２ 



生命保険・損害保険のご相談は 

㈲やまと保険事務所 
TEL072-807-0070 (PR) 

 

 

 

学力テストの結果、各学年の１位に輝い

た生徒に「学び舎杯」を、また、全塾生

の総得点が最も高い教室に「学び舎王」

を授与。そして特別賞として、順位に一 

切関係なく、びっくりするほどの成長をみせた生徒に

は、「学び舎王子」のカップが授与されます。 

 

【まずは夏期講習会を乗り越えた 8月!!】 

学び舎杯 
小学４年生の部…●● ●●くん（香陽小） 

２位･･･●● ●●さん（香陽小） 

算数 1 位… ●● ●●くん(香陽小) 

国語 1 位… ●● ●●くん(香陽小) 

小学５年生の部…●● ●●くん（川越小） 
２位･･･● ●●さん（開成小） 

算数 1 位…●● ●●くん(川越小) 

国語 1 位…●● ●●さん(開成小) 
理科 1 位…● ●●さん(開成小) 

社会 1 位…●● ●●くん(川越小) 

小学６年生の部…●● ●●くん（香陽小） 
２位･･･●● ●●くん（宇谷小） 

算数 1 位…●● ●●●くん(三井小) 

国語 1 位…●● ●●くん(香陽小) 

理科 1 位…●● ●くん(東香里小) 

     ●● ●●くん(三井小) 

社会 1 位…●● ●●さん(東香里小) 

中学１年生の部…●● ●●さん（枚方四中） 
２位･･･●● ●●くん（枚方四中） 

英語 1 位…●● ●●さん(枚方四中) 

数学 1 位…●● ●●●くん(寝屋川十中) 

数学 1 位…●● ●●さん(枚方四中) 

数学 1 位…●● ●●くん(東香里中) 

数学 1 位…●● ●●さん(東香里中) 

数学 1 位…●●● ●●さん(枚方二中) 

国語 1 位…●● ●●さん(東香里中) 

理科 1 位…●● ●●さん(寝屋川十中) 

社会 1 位…●● ●●さん(寝屋川十中) 

数学 1 位…●● ●●さん(枚方四中) 

中学２年生の部…●● ●●くん（枚方二中） 
２位･･･●● ●●くん（寝屋川十中） 

英語 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

数学 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

国語 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

理科 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

社会 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

中学３年生の部…●● ●●●くん（枚方二中） 
２位･･･●● ●くん（寝屋川十中） 

英語 1 位…●● ●●●くん(枚方二中) 

数学 1 位…●● ●くん(寝屋川十中) 

数学 1 位…●● ●●●くん(枚方二中)  

国語 1 位…●● ●●くん(寝屋川十中) 

数学 1 位…●● ●●さん(寝屋川十中) 

理科 1 位…●● ●●●くん(枚方二中) 

社会 1 位…●● ●●●くん(枚方二中) 

 

  学び舎王子 
～寝屋川王子～ 
●● ●●くん(寝屋川十中・1年生) 

受賞理由： 4月から選択を始めた理科が+13、社会は何

と+24ポイントも UPしました！ 

小学生の頃から根性があると思っていましたが、ここ

にきて大成長を遂げてくれました。 

姉弟で受賞できたのも保護者の方のご協力があっての

ことですが、何よりも丁寧な取り組みがこの結果をも

たらしたと思います。本当におめでとう！！ 

～香里王子～ 

●● ●●くん（東香里中・1年生） 

受賞理由：入塾時の偏差値と比較して、数学 18ポイン

トアップ！国語 18ポイントアップ！と驚異的な成長

を見せてくれました。 

コツコツと積み重ねてきた成果が出て本当に良かった

ですね。これからもこの調子で頑張ってくださいね。 

～光善寺王子～ 

●● ●●くん（蹉蛇西小・5年生） 

受賞理由：入塾時の偏差値と比較して、算数 11ポイントア

ップ！国語 17ポイントアップ！2科目でなんと 15ポイント

もアップしました！やるべきことをきちんとやる、そして何よ

り「継続する力」が●●君の強みです。継続こそ勉強の一

番の武器だということを証明してくれました！おめでとう！ 
 

  学び舎王 香里校 

 

【そして冬期講習会を乗り越えた１月!!】 

学び舎杯 
小学４年生の部…●● ●●くん（香陽小） 

２位･･･●● ●●さん（香陽小） 

算数 1 位… ●● ●●さん(香陽小) 

国語 1 位… ●● ●●さん(香陽小) 

小学５年生の部…●● ●●くん（川越小） 
２位･･･● ●●さん（開成小） 

算数 1 位…●● ●●くん(川越小) 

国語 1 位…●● ●●くん(川越小) 
理科 1 位…●● ●●くん(川越小) 

社会 1 位…●● ●●くん(川越小) 

小学６年生の部…●● ●●くん（香陽小） 
２位･･･●● ●●くん（宇谷小） 

算数 1 位…●● ●●くん(香陽小) 

国語 1 位…●● ●●くん(三井小) 

理科 1 位…●● ●くん(東香里小) 

     ●● ●●●くん(三井小) 

社会 1 位…●● ●●●くん(香里小) 

中学１年生の部…●● ●●さん（枚方四中） 
２位･･･●● ●●くん（枚方四中） 

英語 1 位…●● ●●さん(枚方四中) 

数学 1 位…●● ●●くん(枚方四中) 

国語 1 位…●● ●●さん(枚方四中) 

理科 1 位…●● ●●さん(枚方四中) 

社会 1 位…●● ●●くん(枚方四中) 

中学２年生の部…●● ●●くん（枚方二中） 
２位･･･●● ●●くん（枚方二中） 

英語 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

数学 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

国語 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

理科 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

社会 1 位…●● ●●くん(枚方二中) 

中学３年生の部…●● ●●●くん（枚方二中） 
２位･･･●● ●●くん（枚方四中） 

英語 1 位…●● ●●くん(蹉跎中) 

数学 1 位…●● ●●●くん(枚方二中)  

国語 1 位…●● ●●さん(寝屋川十中) 

理科 1 位…●● ●●くん(枚方四中) 

社会 1 位…●● ●●くん(蹉跎中) 

 

  学び舎王子 
～寝屋川王子～ 

●● ●くん(三井小・5年生) 

受賞理由： 入塾してからわずか半年ほどですが、前回

のテストから、国語は+6 ポイント、算数は+16 ポイン

トもアップしました！本当にすごい！ 

「何事にも一生懸命」これが持ち味だからこそ、この

短時間でこれだけの結果を出せたのだと思います。 

6年生になってからも一生懸命取り組んでくださいね。

応援しています！本当におめでとう！ 

～香里王子～ 
●● ●●さん（香陽小・4年生） 

受賞理由：入塾時の偏差値と比較して、算数 24ポイン

トアップ！、国語 11ポイントアップ！この 1年でもの

すごい成長です。 

何事にも積極的に一生懸命取り組んだ結果だと思いま

す。今後の更なる成長に期待！！ 

～光善寺王子～ 

●● ●●くん（蹉跎中・2年生） 

受賞理由： 入塾時の偏差値と比較して、英語 13ポイント

アップ！数学はなんと 17ポイントもアップ！ついでに国語

だって 11ポイントアップさせてしまった驚異的な成長で

す！定期テストもグーンと伸び、短期間で大成長しまし

た！ノートの取り方がきれい、授業は集中して聞く、指示を

聞きもらさない、など、淡々とやるべきことをやってきた、そ

の結果です。おめでとう！ 

 

  学び舎王 香里校 

 
  

 

 

 

 学び舎の歴史を春夏秋冬、季節と共に長い間刻んで

きた生徒たちとの思い出深いホームページをリニュー

アルいたしました！お手元のスマートフォンでも、と

ても見やすくなっています(^-^) 

 

『学び舎 NEWS』で、学び舎から配付された

お知らせをスマホからチェックすることが

可能になりました。閲覧にはパスワードが必

要になります。(学び舎 TIMESでお知らせ) 

・2016年 4月～閲覧可能 

・パスワードはライブ学び舎や各種写真等に 

アクセスする場合と同じです。 

  

お仕事先で、お出かけ先で、写真やライブ映像など

の生徒たちの頑張っている姿や日々の更新等も気軽に

チェックすることが出来ます！ぜひ、スマートフォン

にアドレスを登録いただきご活用ください。 

 新しいホームページと共に、学び舎はさらに地域に

貢献できる塾でいられるよう、ホームページ同様、新

たな気持ちでこれからの歴史をしっかりと刻んでまい

ります。今後ともよろしくお願いいたします！ 

 

 

 

 

 

早いもので、もうそこまで春の足

音が聞こえてきました。小さかった

あの子もこの子も、まだまだ甘えん

坊だったあの子もこの子も、いつの

間にか成長して、この春からは新学

年に上がります。 

 学年が上がれば上がるほど、学習内容が深く広くな

る上に、子供たちも精神的にも成長し、勉強の環境を

確保しにくい場面もきっと生まれてくることでしょう。 

さらに、入試制度も年々変化し、その変化に対応す

るには普段の勉強習慣をつけておかなければなりませ

ん。そのために『勉強する環境』だけは、何としても

確保しておくのが来たる受験への対策として、まず必

要になります。 

 学び舎は地域に貢献していくことを目指している進

学塾です。塾生はもちろん、塾生のお知り合いの方々

も勉強を通して、講師一同応援していきたいと思って

おります。 

お知り合いの方で塾をお探しの方がおられましたら、

ぜひ『無料体験春期講習会』をご紹介ください！ 春期

講習会体験後、ご入塾された場合は、紹介してくださ

った方も紹介されて入塾される方も、初回月謝から割

引をさせていただきます！しっかりと心を込めて指導

させていただきますので、どうぞよろしくお願いいた

します！ 

 

     友人紹介割引キャンペーン 

 対象期間：2016年 2月 1日～4月 2日まで 

 割引：翌月の月謝(紹介者様)、初回月謝(ご入塾者様) 

から 5,000円 OFF！ 

※兄弟特典割引対象の方は 2,500 円 OFF 

その他：①香里校・東寝屋川校・光善寺校のいずれ 

の教室への紹介も対象です。 

②友人紹介カードを必ずご提出ください。

③キャンペーンは対象期間内となります 

 ☆折込広告が入ります☆ 

  ぱど→2/11(木)2/25(木)3/10(木)  

  新聞→2/1(月)3/11(金) 

 

 

 

 

 

横の図のように 10 円玉が 12 個並んで

います。この 10 円を 4 枚だけ動かして、

一辺の合計が 40円の正方形を作ってくだ

さい。制限時間は守ってくださいね！ 

 

 

2016. ２月・３月の予定 
2/6(土)・7(日) 中 3生私立高校対策補習 

2/10(水)・11(木) 2016年度私立高校入試 

2/20(土)・21(日) 中 1，2生学年末テスト対策補習 

3/10(木) 公立高校(一般入学者）入試 

3 月中旬 
中 3生卒塾 
※教室により卒塾日が異なります。 

3/18(金) 公立高校合格発表 

3/19(土) 2015年度授業終了 

3/25(金)～4/2(土) 
春期講習会 
※お知らせをご確認ください。 
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