なぜか私の成績

が上がらない !?
と思った時に
そっと開く本
100 の学習アドバイス

千葉の凄腕学習塾講師が贈る

千葉学習塾協同組合【編】

この本を手に取られたみなさんへ
この本には千葉県内で活躍中の指導経験豊富な塾の先生方からのアドバ

「何をどう勉強していいのかわからない」というみなさん、この本のアド

イスが数多く掲載されています。はじめから順番に読んでもいいですし、

バイスを読んで、是非いろいろな学習法を試してみてください。そして、

目次を見て興味のあるアドバイスから読み進めるという利用方法もありま

結果が出るまでに時間がかかることもありますから、しばらくそれを続け

す。

てみてください。

各アドバイスには４つのアイコンをつけてあります。

みなさんの「？」が「！」になって、素晴らしい将来へのファーストス
テップになることを願っています。

中学１年生から３年生を対象にしたアドバイスや、中学１年生でも読め
る難易度のアドバイスには ……

★

がついています。



千葉学習塾協同組合

編集委員より

中学２年生から３年生を対象にしたアドバイスや、２年生以上の学習単
元に関するアドバイスには …… ★★ がついています。
中学３年生（高校受験生）を対象にしたアドバイスや、３年生で習う単
元に関するアドバイスや、難しい表現のあるアドバイスには …… ★★★
がついています。
保護者の皆様を対象としたアドバイスには …… お父様・お母様へ がつ
いています。
読みながら「大切だな」「なるほど」と思ったところはラインマーカー
や赤ペンで線を引いておくといいでしょう。あとから読み直す時に、大切
なところが目に入りやすくなります。
勉強で困ったことがあったら、この本を読み直してください。
「１年生の時に読んだ時の気持ち」と「３年生になってから読んだ時の気
持ち」では変化があるかもしれません。
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テスト対策勉強法

また、かなづかいや、重要語句などは、カードを使って、英語の単語を覚える

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ようにやると良いようです。古文の冒頭の文を覚えるには、レコーダーも便利

テストの反省文を見ると、成績が悪かった原因を自分なりに考えている人と原

英語：毎日、声を出して読むべき教科です。１ページ読むのに、どんなに長くか

因を考えもせず「次は頑張る」とだけしか書いていない人がいます。中学生も

かっても５分かかることはないはずです。30 秒で読めてしまうところもある

２年生の２学期に入ると、
「テスト慣れ」が見られ、点数ばかりにこだわる結果、

はずです。範囲になっているところを毎日声を出して読んでください。

テストの点数が全てであるかのような勉強になってしまいます。非常に残念です。

です。毎年、それを上手に使って覚えていた生徒がいました。

数学：図形が範囲になっている場合。これも、もう一度、自分の理解を確認し整

テストの内容と自分の勉強の方法を見比べ、改善すべき点を明らかにすべきなの

理する意味でも教科書をよく読むべきでしょう。用語の説明や証明の段取りな

に、それがなされていません。また、テストが終わってしまえば、学校でも塾で

どをノートに整理しながら、読むとよいでしょう。

も新しい単元を学習することになります。ですから、できなかった事柄の復習を

理科：範囲を読む場合、授業で使ったノートを見ながら、読みましょう。特に、

十分に行うことは、
テストの反省に含まれるはずです。早めの復習を期待します。

太字に注意しながら、太字の前後をよく読み、ノートを見て、マーカーでマー
クですることです。そして、教科書の文章ばかりではなく、図や表、写真とい

「テスト対策勉強法」について

ったものにも注意を向けましょう。教科書の記述も図の説明だったり、表の説
明だったりすることが多いので、わかりにくいという人が多いようです。そう

以下、中学生中心の勉強法になっていますが、高校生にも共通する内容になっ
ていると思います。しっかり読んで実行してください。

いう時は、わからないところを整理しておくことが大切です。理解するために
教科書を読むのではなく、どこがわからないのかをはっきりと整理するために
読んでください。

◉問題をやる前に教科書を読み直そう
テスト範囲が出ると、すぐに問題集やプリントをやり始める人がいます。範囲
をきちんと理解している人は構わないでしょうが、そうでない人は、やるべきで

そして、わからないところは参考書で調べたり、先生に質問してください。
特に物理・化学分野の中には、数学と同じように理解を必要とする分野が多く
含まれています。知識をきちんと理解してから次の段階へ進むべきです。

はありません。まず、教科書、そして授業で使ったノートをよく見直してくださ

社会：地理と歴史では、読み方も少し変わってきます。地理の場合は、地図帳を

い。テストは、習った、勉強したところが出るのです。確かに、問題練習をやら

必ず用意して読んでください。そして、教科書のページの写真や、資料を必ず

なければならない教科などは、早めに問題に取り組む必要があるかも知れません

見ること。地理の不得意な人の多くが、地図の見方がわからなかったり、教科

が、それでも一度は教科書に目を通しておくべきでしょう。

書の写真や、資料に気がついていないことが多いようです。歴史は、教科書を
読む前に、授業で使ったノートをよく見てください。先生の説明や板書事項を

◉教科書の読み方

もう一度確認して、頭の中を整理しながら教科書を読んでいくことがよいよう

教科書を読むにも、教科によって、声を出して読んだほうがいいものと、線を

です。そして、たえず５Ｗ１Ｈを考えてください。出来事や事件が起こった原

引きながら、まとめながら読んだほうがいいものとあるでしょう。教科によって

因と結果、その影響を考えずに歴史は勉強できません。また、中１から中３ま

読み方は、少し違ってきます。

で、社会のテストでは、時事問題が出題されています。最近のニュースはどん

国語：例えば、古文が範囲になっているとします。古文は、声を出しながら読む

なことがあったか、新聞を読み返しておきましょう。

ほうがよいと言えます。一つ一つの言葉にとらわれず、全体の雰囲気や、言葉
のつながりなどを、声を出して読むことによって、自然に身につけてください。
10
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「もう時間がないから、
繰り返せない」などと考えていたら、それは、間違いです。
基本は、あくまで反復なのです。１教科でも２教科でも自分で納得できるまで繰

★ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

定期テストの点数アップ方法

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

り返してみてください。集中して、一つのことに取り組む姿勢ができれば、学習

中学生のみなさんにとって【定期テスト】というのは年に数回の『自分を数字

の第一段階は突破できたということになります。自分の可能性を広げていくこと

で測られてしまう』大事なテストです。保護者の皆様にとっては、学習における

が一番大切です。

我が子の成長を確かめることのできる数少ないテストとなっています。

◉反復の仕方

だからこそ憂鬱になってしまう中学生も見られると思いますが、定期テストは

覚えなければいけないことを無理やり時間を切ってやろうとすると、「覚えよ

本当の意味での【頭の良さ】を測るテストではなく【学習計画の実行力】を測る

う、覚えなければ」という意識ばかりが強くなってかえって覚えられないという

テストでありますので、きちんとやるべきことをやっていれば高得点を取ること

ことが起きます。これは、脳の働きがそうなっているので仕方がないことなので

は、実はそれほど難しくはありません（きちんとやるべきことをやる…このこと

す。覚えるのに一番いいのは、覚えようと思わずに、何度も反復し、思い出す訓

が一番難しいのですけどね）
。

練をすることなのです。また、覚えなければいけない事柄だけにこだわることも
よくありません。漢字なら必ず意味や用法を関連づけて覚えるとか、英単語だっ

具体的な学習法ですが、
まず大前提として特定の教科において【学校のワーク】

たら英文を作ってみるとかというように、頭の中にネットワークを張り巡らせる

から出ることが多いのはご存じのとおりです。ですからまずはワークを利用しな

ことも大切です。英単語や漢字など何度かノートに書いて練習することは、誰で

い手はありません。

もが実行していることでしょうが、書くことは記憶の定着に効果があると考えら
れています。それは反復によって自然に記憶が脳の深いところに入り、深い記憶
になるからだと考えられていますが、次にその記憶を取り出してくるための工夫
が必要になってきます。教科によっては、
問題を解いてみることもよいでしょう。

① 教科書を確認しながら学校のワークをまずは１回仕上げる＆それと同時に
覚えられていないものを覚えるようにする＝インプット
② もう一度最初から２回目をやるのですが、
手や紙（付箋などを使っても良い）

英語や社会・理科の用語、漢字や古文の言葉、作者名といったものは、反復の仕

でかくして答えを出してみる＝アウトプット（時間の節約のために、漢字

方を工夫することでかなり深い記憶にもなるし、取り出すことも簡単です。最近

がわからないものやスペルがわからないものだけを書くようにする。もち

の研究では、カードを使う方法がよいということです。試してみてください。

ろん提出義務がある場合は全て書く）
③ 答えが出なかったものはわかっていないものなので、別のノートにそれ（問

塾名

執筆者
所在地
電話番号
メールアドレス
ＨＰのＵＲＬ

学伸館

平栗 祥克
印西市小倉台３－１－ 17 － 304
0476 － 46 － 3432
gakushinkan@gmail.com
http://www.gakushinkan.org

題と答え）を書き留めておく
④ そのノートに書かれている理解できていない問題を、文系科目は覚える、
理系科目は教科書を使って調べ理解する
⑤ もう一度最初からそのノートを復習する
⑥ やっぱりできなかった問題を別のシートに書き、同じように調べて理解す
る
⑦ 定期テスト直前までそのシートを何度も見直しする

12
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◉何度も繰り返すこと
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くありますが、基本的には前記の方法で全ていけます。
ポイントは【アウトプット】
。インプットはみんな結構頑張るのですが、点数

★ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

塾のツカイカタ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
「どうして塾に行っているの？」

が伸びない生徒の共通点として、きちんとアウトプットをしていない場合が多く

これにきちんと答えられる子がどのくらいいるだろう？ 親や講師が掲げてい

見られます。学校のワークには正しい答えを書いて提出するために、アウトプッ

る想いを答えられるだろうか？ 少なくとも、私が小学生の頃は「親に行けと言

トをしていないと自分ができていない部分の把握が難しいので『本当はできてい
ないもの』を『なんとなくできている』と勘違いしてしまいがちなのです。これ
が一番怖い。

われたから」
と答え、
親が期待していた言葉とは異なるものが出ていた ( 笑 )。ただ、
小学生がこう答えるのは仕方ないと思うかもしれないが、中高生になってもこう
答えているのはマズイと感じるだろう。つまり、年齢や立場によって塾に求める
モノ、言い換えれば『塾のツカイカタ』は変わってくる。そこで、小学生から講

でもですね、実は私、こういった子たちの気持ちがわかるのです、何故アウト
プットを疎かにしてしまうのかが。自分がそうでしたから。（笑）一気にやるこ
とが多すぎるのですよね？ ではどうすれば良いのでしょう。
答えは一つ！ そう、勉強時間を確保できれば良いのです。そのためには定期
テスト直前２週間前からテスト勉強を始めるのではなく、【テスト範囲が出ない
うちから少しずつワークを進める】ことをすれば良いだけです。大体テスト１か
月前くらいが丁度良いかと思います。是非、一回やってみてくださいね！

師の今まで、
人生のほとんどを塾と共に歩んできた私が実践したり感じてきた
『塾
のツカイカタ』を紹介する。

① 親としての塾のツカイカタ

……「親として教育させてもらう」
「実際に学ぶのは子供だし、親は子供が通う塾を決めるだけ」
「子供が自主的に行きたいって言った塾だから…」
というのは親としてはかなり無責任であるしもったいない。なぜなら、塾とい
うのは教育を学ぶ絶好の機会であるからだ。
教育は学校と塾だけではなく、
家庭でも行われていているのは当たり前であり、
むしろ、一番大きな割合を占めていると言っても過言ではない。しかし、全ての

頑張るだけ頑張った上で点数が取れると、どんどん勉強が楽しくなりますよ♪
塾名
執筆者
所在地
電話番号
メールアドレス
ＨＰのＵＲＬ

若竹綜合学園
佐々木 肇
千葉県市原市若宮５－７－７
0436 － 41 － 8461
（受付時間）（16：00 ～ 22：00）
wakatakegakuen@gmail.com
http://wakatake-gakuen.com/

親は子供を教育するという点では初心者なのである。そこで、教育のプロである
塾の先生と一緒に教育者として成長し、初心者から抜け出せるような塾を選び、
ツカウべきだ、と感じている。学校の担任というのはすぐ変わってしまうが、塾
の先生は変わらない。一人の子供の人生そのものを多く見てきた経験を活用しな
いのは、親と先生だけでなく、子供にとっても、成長の機会を逃していることと
同じということだ。

② 生徒としての塾のツカイカタ

……「いろんな人に会って成長する」
塾は勉強だけをする場所、という大きな勘違いをしてはいけない。塾はテスト

の点数を上げてくれるところではないし、受験に合格させてくれる場所ではない
し、やる気を出させてくれる場所でもない。いろんな人が集まる場所だ。ただ、
そのいろんな人達はキミを成長させてくれる。
周りを観察してみよう。
「勉強時間は同じはずなのにどうして点数が違うんだ
ろう？」という疑問がすぐに解ける。頭がいいわけではない。時間の使い方が上
14

15
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もちろん国語や英語は教科書の本文暗記などの絶対的に記憶が必要な部分も多
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あすみが丘プロダクティブ

市川英数学院

〒 262-0015

〒 267-0066

〒 272-0136

〒 274-0072

千葉県千葉市花見川区宮野木台 1-3-4

千葉県千葉市緑区あすみが丘 3-51-14

千葉県市川市新浜 1-2-1

千葉県船橋市三山 4-18-7

043-274-0779

あすみが丘ビル 3F

earth@luck.ocn.ne.jp

043-205-6881

047-411-8610
http://www.ichikawa-eisu.net/

http://www.earth-zemi.com/

218p.223p. 参照

info@treseducation.com

64p. 参照

ym-9911@mue.biglobe.ne.jp

http://treseducation.com/

208p.254p. 参照

http://asumigaoka.jp/

35p.56p.244p.246p.252p. 参照

青葉学院

安房英数学院

〒 264-0005

〒 299-2715

千葉県千葉市若葉区千城台北 1-2-39

千葉県南房総市和田町下三原 390-1

千葉県大網白里市下ケ傍示 672-5

千葉県成田市美郷台 1-3-9

マリーンズビル

0470-47-2122

0475-72-9510

旭ルーミー成田 56 号館 101

043-236-3753

awa@szemi-gp.com

u-masako@eagle.ocn.ne.jp

aobagakuin@gmail.com

http://szemi-gp.com/wp_awa/

http://www.uchiyama-shingakujuku.co.jp/

内山進学塾

学習塾 HOPE
〒 286-0013

〒 299-3214

17p. 参照

http://www.aoba1.ac/

0476-55-1526

99p. 参照

info@hope-narita.com
http://www.hope-narita.com/

240p. 参照

47p.53p.112p.170p. 参照

青葉予備校
〒 297-0022
千葉県茂原市町保３-217

栄翔塾

〒 289-2241

〒 283-0802

〒 270-1356

千葉県東金市東金 1202

千葉県印西市小倉台 3-1-17-304

0475-52-6166

0476-46-3432

pegatogane@etude.ocn.ne.jp

gakushinkan@gmail.com

http://eishojyuku.com/

http://www.gakushinkan.org/

千葉県香取郡多古町多古 354-6

町保シティビル

0479-76-3390

0475-25-3393

学伸館

池田進学教室

162p. 参照

info@merix-edu.com

10p. 参照

128p. 参照

http://merix-edu.com/

230p. 参照

教進セミナー

ASSIST 指導学院

石川学習塾

小高進学塾

〒 272-0835

〒 276-0029

〒 299-3251

〒 261-0012

千葉県市川市中国分 5-7-3

千葉県八千代市村上南

千葉県大網白里市大網 33-8

千葉県千葉市美浜区磯辺 1-23-5

サンモア 2 号室

宇津木ビル２F

n-kokubun@assist-education.net

0475-72-3111

043-279-6062

http://www.assist-education.net/

http://www.odakashingaku.com/

kyoushin.fb@gmail.com

047-372-1120

43p.75p.191p. 参照

94p. 参照

260

146p. 参照

http://kyoushin-seminar.com/

238p. 参照
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学習塾トレス

Earth ゼミ（アースゼミ）

山王アカデミー

秀英ゼミナール

塾アルゴ

〒 270-0163

進学塾 Will

〒 263-0002

〒 284-0027

〒 272-0804

千葉県流山市南流山 3-13-19

千葉県千葉市稲毛区山王町 44-9

千葉県四街道市栗山 1082-144

千葉県市川市南大野 1-6-30

080-4139-7005

043-421-4371

043-422-2669

メゾン南大野 1 階

jukuwill@yahoo.co.jp

sannou_a_2630002@yahoo.co.jp

shuei@laplus.com

047-337-2143

http://keisanginou.jimdo.com/

http://sannou-academy.com/

http://www.laplus.com/shuei/

ship-argo2@cello.ocn.ne.jp

80p. 参照

68p. 参照

167p.213p. 参照

http://www.juku-argo.com/

122p.142p.144p.183p.202p. 参照

京葉学舎

三和個別学院

秀英ゼミナール SS 教室

状元塾

〒 262-0022

〒 261-0004

〒 284-0045

〒 272-0133

千葉県千葉市花見川区南花園 1-44-11

千葉市美浜区高洲 3-2-16

千葉県四街道市美しが丘 1-16-1

千葉県市川市行徳駅前 4-6-16

玉ビル 2 階

高洲ラピュタビル 302

043-433-8880

グランベール 1-401

043-272-1237

043-303-1077

zq6n-kikr@asahi-net.or.jp

sanwa-ies@world.ocn.ne.jp

http://keiyo-gakusha.net/

http://www.sanwakobetsu.com/

72p. 参照

047-369-7209

http://www.syuueiss.jp/

97p.187p. 参照

nem@ae.auone-net.jp
http://www.jyogen-juku.com/

62p.103p. 参照

15p.50p.70p. 参照

国語道場

ＣＫＫ学院

修学個別進学会

沼南文化学園

〒 263-0023

〒 263-0051

〒 271-0087

〒 277-0921

千葉県千葉市稲毛区緑町 1-27-14-202

千葉県千葉市稲毛区園生町 1223-1-A-105

千葉県松戸市三矢小台 3-9-15

千葉県柏市大津ヶ丘 1-13-9

043-247-7115

0120-359-870

047-367-0197

090-4396-9419

toiawase@kokugo.chiba.jp

info@ckkgakuin.com

https://sites.google.com/site/

shonan.bunka@gmail.com

http://www.kokugo.chiba.jp/

http://www.ckkgakuin.com/

xiuxuegebiejinxuehuihp/

200p. 参照

193p. 参照

23p.152p. 参照

37p. 参照

個別指導 Axis 本八幡駅前校

志学アカデミー・アンビシャス

修学舎

伸栄学習会

〒 272-0023

〒 273-0866

〒 275-0001

〒 279-0004

千葉県市川市南八幡 5-1-4

千葉県船橋市夏見台 1-10-20

千葉県習志野市東習志野 4-14-13

千葉県浦安市猫実 2-1-5

田中ビル 2F

047-430-1121

047-479-1795

047-352-6158

kunio_t@amber.plala.or.jp

shineiug@ybb.ne.jp

047-314-5993

ambitious@academy.hope.cx

Axis.motoyawata@gmail.com
https://axis-kobetsu.jp/chiba/school/motoyawata/

157p. 参照
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けいさんぎのう

http://www.k-shugakusha.com/

http://www.shin-ei-kai.com/

83p. 参照

25p. 参照

39p．参照
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数研塾

Dr. 関塾志津駅校

はなみがわ学習塾

〒 297-0034

〒 263-0005

〒 285-0846

〒 262-0018

千葉県茂原市中の島町 831

千葉県千葉市稲毛区長沼町 257-18

千葉県佐倉市上志津 1656-16

千葉県千葉市花見川区畑町 1413-1

0120-119-254

043-257-5224

043-464-2001

043-271-3993

info@merix-edu.com

suken257@nifty.com

kanjuku-shizu@eco.ocn.ne.jp

hanamigawa19@nifty.com

http://shizueki.dr-kanjuku.net/

http://blog.goo.ne.jp/hanamigawa_19/

27p.178p. 参照

http://merix-edu.com/

86p.150p. 参照

115p.118p.159p.195p.210p. 参照

133p.136p.173p. 参照

進学塾 翔輝

総合教育商社 翔英館

日米文化学院

Vision 進学塾

〒 285-0837

〒 288-0042

〒 276-0023

〒 272-0023

千葉県佐倉市王子台 3-14-4

千葉県銚子市末広町 1-16

千葉県八千代市勝田台 2-6-6

千葉県市川市南八幡 3-8-11

白光舎ビル 2 Ｆ

0120-174-149

047-485-9647

モンヴィラージュ 2F

043-461-1792

info@shoeikan2001.com

shingaku@nichibei-school.net

047-303-3505

http://shoeikan2001.jp/

http://nichibei-school.net/

http://www.vision-jyuku.com/

passion-wisdom@hyper.ocn.ne.jp
http://www.passion-wisdom.com/

88p. 参照

19p.216p. 参照

21p. 参照

30p. 参照

進学塾ベルゲン

東金進学教室 TEC

熱門塾

フォーシーズンズ進学学院

〒 260-0842

〒 283-0802

〒 299-3203

〒 277-0852

千葉県千葉市中央区南町 2-18-3

千葉県東金市東金 201-23

千葉県大網白里市四天木乙 2832

千葉県柏市旭町 8-2-3

043-300-8119

0475-55-2546

0475-77-3981

04-7144-1456

knishide@bergen-school.com

tec.tm2015@gmail.com

netsumon@abelia.ocn.jp

fourseasons@jcom.home.ne.jp

http://bergen-school.com/

http://jukutown.com/togane-tec/

206p.249p. 参照

221p. 参照

http://www.fourseasons-edu.com/

96p.226p. 参照

175p. 参照

シンメイゼミナール

特進学院

パスカル進学教室

誉田進学塾

〒 260-0022

〒 270-2243

〒 297-0037

〒 266-0036

千葉県千葉市中央区神明町 543-4

千葉県松戸市野菊野１丁目

千葉県茂原市早野 2991-3

千葉県千葉市緑区おゆみ野 3-31-8

043-238-9798

野菊野団地６号棟 104

0475-25-4760

043-292-6830

shinsemi@icloud.com

047-363-5420

pascal@dream.email.ne.jp

info@jasmec.co.jp

info@home-education.co.jp

http://www.ne.jp/asahi/school/pascal/

http://shinsemi.org/

164p. 参照

http://www.tokushingakuin.jp/

58p. 参照

http://www.jasmec.co.jp/

45p.148p. 参照

41p.66p.78p.92p.108p.110p.131p.256p.258p. 参照
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進学塾好学舎

◆編

千葉学習塾協同組合

明育学院

和塾

〒 292-0041

〒 262-0023

千葉県木更津市清見台東 1-11-1

千葉県千葉市花見川区検見川町 3-320-17

0438-98-4150

043-272-5564

http://meiiku.la.coocan.jp/

wajuku@bf6.so-net.ne.jp

124p. 参照

者◆

http://wajuku.com/

139p.180p. 参照

You-You スクールみずほ台

早稲田進学研究会

〒 299-3234

〒 270-0141

千葉県大網白里市みずほ台 1-16-40

千葉県流山市松ヶ丘 5-669-1

0475-73-5633

04-7145-2774

youyou@maple.ocn.ne.jp

waseshin1977@nifty.com

https://www.youyou-mizuhodai.com/

http://jukutown.com/waseshin/

32p. 参照

198p. 参照

LAPIS 鎌ヶ谷

Ｗｓ早稲田スクール

〒 273-0137

〒 266-0036

千葉県鎌ヶ谷市道野辺本町 1-4-1

千葉県千葉市緑区おゆみ野 4-22-6

047-443-1010

043-300-0795

lapis@proof.ocn.ne.jp

http://wasedaschool.info/

105p.185p. 参照

http://lapis-sonrisa.com/

234p. 参照

2017 年 10 月 20 日

若竹綜合学園

ワン・ツー・ワン個別学院佐倉校

〒 290-0006

〒 285-0811

千葉県市原市若宮 5-7-7

千葉県佐倉市表町 1-1-3

0436-41-8461

0120-915-121

wakatakegakuen@gmail.com

Sakura121@ma.point.ne.jp

http://wakatake-gakuen.com/

http://www.sakura121.com/

13p.189p. 参照

266

なぜか私の成績が上がらない !?
と思った時にそっと開く本

60p.101p.154p.228p.242p. 参照
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