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開始的第一歩」は中国語で「はじめの一歩」という意味です。 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭と塾の絆 
～マイセルフ＆サミットニュースレター～ 

読むだけで学力向上！ 時事問題 & 最新受験情報 & 雑学 

August（葉月） 

Summer 号 ’21 

マイセルフ 0120-971-157 
miraimyself@gmail.com 

サミット   0120-916-957  
miraisummit@gmail.com 

【前橋本部校】 

〒371-0046 

前橋市川原町 2-12-14 

tel：0120-971-157 

miraimyself@gmail.com 

fax：027-232-7019 

【大学受験予備校サミット】 

Tel：120-916-957 

Fax:027-232-7019 

miraisummit@gmail.com 

【新前橋校】 

〒371-0831 

前橋市小相木町 554-1 ２Ｆ西 

tel：027-226-1732 

fax：027-226-1733 

mshinmae@gmail.com 

【文京校】 

〒371-0801 

前橋市文京町 2-23-5 １Ｆ西 

tel：027-212-7234 

fax：027-212-7240 

mbunkyo@gmail.com 

本部 LINE サミット LINE 新前橋 LINE 文京 LINE 

英検申込 期限８/25（水）22:00 です！ 申込書は P.11 にあります 
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塾長 萩原正欣（Ｍａｒｔｙ Ｂｕｓｈ） 

 

 

 

 

 

塾生のみなさん、保護者のみなさま こんにちは。いつも大変お世話に 

なっております。最近マイセルフにご入会された方へ。はじめまして！ 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。このニュースレターは、マイセルフ

からのメッセージや生徒のみなさんの塾内でのご活躍、様子などのご報告、学び

にまつわるさまざまなことがらをシェアして参りたいと考えております。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

はじめに。過日、 

ニュース番組で取り上げられていましたが、夏の脱水症状は や

せている人が なりやすいそうですね。ですから 筋肉をつけたほ

うがいいらしいですよ。 

「筋肉は全身の水分の４０％を保つ」機能があるらしいのです。 

夏バテしないよう運動していきましょう！ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

テーマ： 迷うことの意味 
最近 僕はスマホさえあれば 道に迷うことがなくなりました。 

（「僕たちは」ですかね） 

Google Map や Google Earth があれば、目指すビルやお店の周囲の

環境を前もって写真で知ることができますし、赤信号のときは 足

を止めてスマホで目的地を確かめられます。 

 

車を運転しているときもそうです。 カーナビに目的地を指定すれば、そこまで

何も考えなくとも行けてしまう。 

 

そう、僕らは「目的地」にたどりつくまでのプロセスにおいて ほとんど悩みがなく

なってしまいました！ 

 

～ゆく河の流れは絶えずして～ 
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ただ 悩みはなくなったものの「土地
と ち

勘
かん

」（その土地の地形・構造などの知識）

が失われたんじゃないか、とも思っています。 

 

カーナビという存在を知らない 20 年前は 目的地までうまく

運転できることはなく、何度も何度もグルグルと道路を走りま

わっていたものです。 （もちろん自転車でも迷いました） 

 

その無駄とも思えるような、グルグルと同じようなところを彷徨
さ ま よ

う最中
さ な か

 

「あ、ここにモスバーガーがあるんだな、人が多いところだなあ」 

「この近くにドトールがあるんだ、今度 文真堂で本を買ったらそれを片手に

入ってみようかな」などと 色々と感じたり考えたりしながら目的地へたどり

つくことが多くありました。 

 

あの、目的地を探しまわったときの迷いの行動は たしかに無駄な時間であっ

たかも知れません。が、 「あの店を見つけたい！」という自発的な意志、ワク

ワクするような感情と、迷う最中
さ な か

にくりかえし目に入る風景などがあいまって、

僕の脳は目的地に至るまでの「周辺知識」を整理し記憶していました。そして一

度覚えた道・土地はなかなか忘れないものでした。 

 

つまり 

道に迷う「経験」が そのときの「感情・思考」 

と結びつくことで いまの便利なスマホの時代よりも 

強固な地理の「記憶」がつくられて 

いた可能性があります。 

「人生という道」においても「迷う」とはそういう意味合いをもつのかも知れません。 

塾生のキミへ さらにメッセージを綴
つづ

ります 

キミは 今迷っていることがあるかい？ 

で、それは 自らの意志で迷っていることなのかな？  

それとも  

人から「迷いなさい」と言われてやっていることなのかな？ 

Experience is the father of 

wisdom and memory the 

mother.  

「経験は知性の父、記憶の

父」ともいわれますね。 



p. 4 

答えはみな同じだと思う。 

迷うことは 自らやっていることであって 言い換えれば「迷う

ことを選択」しているはずだね。 

 

そうすると、それはいいことなのかもしれない。 

迷うこと、それは自分自身の意志で、自分のため、あるいは誰か

のために何かをやりたいから生じているものにほかならない。 

そう、迷っていい。 

そして、試行
し こ う

錯誤
さ く ご

したほうがいい、先生から、大人から、これが効率的だからと

いう話だけで いろいろなモノを手にしても実はそこから得られる経験が深い

学びや・強固な記憶になっていくとは限らない。  

 

「こうやった方がいいのかな？」 「こっちの方がいいのかな？」 

「とりあえずこの方法でやってみよう！」 

と自らの考えで選び取ってその行動を果断
か だ ん

として続けたほうがいい。 

 

勉強とは 迷いながら 不安に思いながらも 自らの意志で歩く方向を定め、行動

を選び取って 続けるものなんだ。 その結果 自分という人間が強くなる。 

 

そして 迷っているうちに、いろいろなことを試すうちに、 

「無駄とも思える経験」が キミを目的地に誘
いざな

っている可能性が非常に大きいんだ。  

 

    【地理の学びの本質】 
これから旅行を楽しみたい人、地理の学力を高めたい人、とにかく自分の能力を

高めたい人は聞いてほしい。 地理は地図帳で勉強するとよいかもしれない。マ

イセルフ講師が迷いながら発見した、ひとつの学習法を紹介する。 

 

地図帳を引っ張り出して、はじめて知った「メルボルン」というオーストラリア

の都市に 青のマーカーをぬったとする。マーカーで塗ると、色が指にくっつい

たり、地図帳でぼやけてしまって汚くなる。「マーカーはだめなんだ！」と気づ

く。で、次はボールペンで試す。 
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「ボールペンは何色がいいのだろうか？」  

 

とりあえず 

「マイセルフの先生が記憶に結びつきやすい色は青だよ」 

と言っているから、青色のボールペンを使ってみる。 

 

「あっ、だめだ。」 

「地図の色と同化したり、都市名がよくみえなく

なってしまう！」 

黒もダメだ。 

 

赤のボールペンは？  

「グレイト！」 都市名が消えることはない。 

赤のボールペンであれば 都市名をグルグル〇で

囲んでもよく見えるはずだ。  

 

そしてその行動を続ける。 

すると、シドニーを赤で囲む、ブリズベンを赤で

囲む、シドニー・・・ニュージーランド・・・ そ

うやって 地図が赤だらけになる。 

 

目をつぶった瞬間、オーストラリアの形を思い出した瞬間に、東にブリズベンが

あり、その南にシドニー、南西にメルボルンがあることを写真の画像を思い浮か

べるように思い出してごらん。これは「位置記憶」というらしいよ。 

 

これらは 実は僕が発見した学習法なんだ。  

（ほかにもやっている人はいたかもしれないし、位置記憶なんて言葉もあるくらいだから新しくない発想

と言える。 でも！自分にとっては発見といえたものだったのだ！） 

 

迷っているとき、あれこれを色々な行動をとってみると、最初はいい結果が出ない

かも知れない。 

しかし 自分で迷いながら、間違いながらもやってみた行動は 人生の糧
かて

、エネ

ルギーの源と考えたほうがいい。「この方法ではうまくいかない！」ということを

社会に出る前に 自らの思考をもって発見する経験は大きな価値があるし、よりよ
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い結果を渇望
かつぼう

する気持ちはさらに向上していくはずだ。 「この方法だったんだ！」

と心底納得し、それを身につけたときには圧倒的な学力を身につけられるように

なっている。 

       だから迷ったり不安に思うことを恐れる必要はない。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いい悩み・悪い悩み 
これで最後にしよう。 

7 月 18 日。高校生の夏のホームルームを ZOOM で実施しまし

た。 

その中で 「悩むこと」について紹介しました。 

 

老若男女、悩みがない人はこの世にいないはずです。 

人間だからね。自然のことです。 

 

その中でとても 大切なことを伝えました。 

『いま、キミが悩んでいることはキミ自身がコントロールできることなの？』 

 

もしそうならば それはいい悩みだ。 

迷って考えて決断していこう。きっと大丈夫。 

 

でもね、今キミが悩んでいることがね、キミ自身の力でコントロールできないこと

であれば、それは悪い悩みです。 たとえば、地球の裏側で人が人を殺
あや

める戦争

が起こっているとし、それをキミが悩んだとする。でもキミはそれを止められる

かい？ 止められないはずだ。だったら それはいい悩みではない。 

 

もし今キミが睡眠不足で悩んでいるとする。3日後の定期テストではクリアなあ

頭で解くために 睡眠不足を解消することが必須だ。これはキミがコントロー

ルできることだろう。早く寝る習慣をつくる、早く寝る時刻を決める、そのため

に宿題を 9 時に始め、10 時を目標に終わらせる、など 自分ができる努力の選

択肢が多くあるだろう。 

 

キミがコントロールできる問題は 「いい悩み」だ、そしてキミはキミ自身で解決す
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る力と権利を持っている。 

 「いま目の前にある、悩んでいることについて、自分はコントロールできる課題な

んだろうか？ まずそこから問いを始めよう。 何度も言うけれど、キミがコント

ロールできるものは解決できるんだ。 

 大丈夫だ。 答えのヒントを探すお手伝いをするのが当塾マイセルフだと思

っている。 大きく方向が間違っていることがあれば 修正のアドバイスをし

よう。 今日も元気に生き生きと学ぼう。 

Marty Bush （萩原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新たにきてくれた生徒のみなさんへ】   

Marty 萩原のプロフィール 

趣味：ピアノ・読書・お笑いを見る・模試解説 

特技：野菜のカット 

（調理師免許を持っています。 包丁で指を切ったことが一度しかありません）  

   ズワイガニの甲羅で手のひらを思い切り滑らせて血だらけになったことがあります（泣） 

   硬くて切りづらいので おうちごはんではカニをさばくことをおススメしません。 

 

ピアノ：練習歴４０年。ショパンのポロネーズ第 1,2,3,5,6 番、幻想曲（似たような名前で超有名な「幻想即興曲」

はショパンの死後発見されましたが、これも素敵な曲ですね。）が好きです。好きというより、好きを通り

越す趣味でして、フロー状態（熱中しすぎて感情が飛ぶ）になります。 大学時代は 1 日 10 時間弾きっ

ぱなしだったこともあります。また、ピアノを弾くとは、「作曲家と演奏者が二人で対話すること」だと思

っています。ショパンのほかは ヘンデル、ドビュッシー・坂本龍一、ジョージウィンストン、ジェリー・

ロール・モートンなどをよく弾きます。今度前橋駅のストリートピアノでも弾いてみようかと思います。

奇遇にもお会いしたらＹoutube にあげてください （下手ですが 笑） 

指導科目と蛇足： 

科目を指導することは 当たり前ですが、最近は「思考の作法」「心理・脳科学」を かいつまんで教えていることが

多いです。そのためには幅広い教養を磨かなければなりません。偏ってはみなに申し訳ないですから。  

 

個人的に学ぶ学問で今はまっているのが、ミシェル・バデリー教授の行動経済学でして、経済・経営を体系的に学

びなおそうと考えています。 「行動経済学」は最近よくきかれる言葉だと思いますが、これは古きよき経済学を鑑

みながらも「人は常に合理的に判断しているのではない」ことを前提とした、とっても面白い、心理的行動的経済

学を展開しています。 これを学ぶことで、みなさんがどのように判断しているのかがまた一段と理解できるよう

になりましたし、ホームルームでもぜひともお話ししたい内容がもりだくさん！ワクワクする学問です。 

 キミたちの大半は 経済学を大学で学ぶと思いますが、とにかくすごい学び、これからのキミたちの将来につながる

学びが 大学には たくさん転がっているんですよ。ヘンテコだけれど面白く、素晴らしい先生もたくさんいる。 大学

は最高の学びの場です。 

 まだまだ 私も成長途中です。みなさんと一緒に毎日学びを続けたいと思っています。今後ともよろしくお願い

いたします。 
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この記事は、前橋本部校の高橋が担当します。7月 11日（日）に 

オンラインセミナーを受講しました。講師は、「Focus Gold」という 

数学の参考書を執筆している名城大学の教授です。共通テストの 

数学に向けた勉強法を学んだのでぜひ皆さんに紹介します！ 

※数学以外の教科でも活用できるのでぜひ参考にしてください。 

 

➀まず、授業前にやること 
 

１）自己分析   

今までの摸試の個票を見て、自分はどこが出来ているのか、どこが

苦手なのか、を分析して書き出す。共通テストの数学では、「苦手

分野をすべてなくす」ことが最重要課題です。そのために、

どこから復習するか自己分析します。どの分野から勉強する

か順番を決めましょう。 

 

２）課題解決の明確化 

１）の自己分析で勉強する順番が決まったら、具体的にいつまでに仕上げるかを決めます。ポイン

トはいつまでに、という期限を設定することです。1週間単位で期限を決めたり、5日単位（5日・

10日・15日…）と区切っていくことがコツになります。ウィングネットのテキストにポストイッ

トを貼って期限がわかりやすくなるように工夫しましょう！ 

 

②夏休み中の勉強法 
１） 何が何でも 3か月はやり抜く→今の努力は 3か月後に成果がでる。 

 

努力すれば、すぐ結果が欲しくなるのはわかります。しかし、勉強はすぐ結果 

に出るとは限りません。結果が出てくるには最低 3か月かかると言われま

す。 

そのために、何があっても 3か月やり抜きましょう！ 

2) ウィングネットのテキストを完璧に仕上げる。 

   

   夏期講習の提案書にあるウィングネットのテキストを完璧に仕上げましょ

う。共通テストに向けての勉強は多くの人が復習になります。『①解く→②映像で考え方の確認→

③解き直し』のサイクルでテキストを完璧化していきます。 

まず「①解く」です。映像を見る前に、“15分自分の力で考える”ことが重要です。考えている

時に学力が大きく伸びます。そして、「②映像で考え方の確認」です。基本的に映像の先生が話し

ている内容は、すべて板書しましょう。“わかっているから書かない”ではなく“わかっているこ

とを掘り下げる。理解を深化する”イメージで授業を聞くとつかみ方が変わります。また、板書す

ること国公立の個別試験で数学が必要な人は、記述する力をつける練習にもなります。そして「③

解き直し」です。テキストに〇×の履歴をつけ、×だった問題は徹底的に解き直して、自分の知識

に変えていきます。①②③がすべて出来て完璧に仕上げたと言えます。 

 

２） 毎日やることを決めて実行する。→コツコツは勝つコツです！！ 
 

小さな行動でいいので、毎日やることを決めましょう！たとえば、計算を毎日 5題解く。確率の基

礎問題を 3題解く。夏休み期間が約 30日とすると、150題。90題の問題と解くことになります。

この努力の差は 2学期以降大きなアドバンテージになります。 

【共通テスト数学】高３生 この夏の勉強法 

問題集を作成している先生から貴

重な話を聞く貴重な体験でした！ 
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2021年度第 1回英検で見事合格を勝ち取りました！ 

おめでとうございます！（マイセルフで受験した塾生を掲載しました。） 

２級   高１  Ryoku Utsugi 

準２級  高２  Ren Shizuka  

準２級  高１  Hina Shindo 

準２級  中３  Shiori Mastuura 

 

３級   高３  Ｈｉｎａｋｏ Ｔａｔｓｕｍｉ 

３級   中３  Rinon Yamaguchi 

３級   中２  Ｓhｉｎｎｏｓｕｋｅ Ｆｕｎａｄａ 

３級   小５  Ｒｅｉｋａ Ｓｕｚｕｋｉ 

 

 

 

英検合格おめでとう！ 
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４級   中３  Kasumi Ogata 

４級   中３  Rena Kaneko 

４級   中２  Ｅita Horigome 

 

 

 

 

５級   中２  Yoshika Mogi 

５級   中１  Shiho Kikuchi 

５級   中１  Sayu Konno 

５級   中１  Daiki Takahashi 

５級   小５  Ai Tanaka 
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2021年 8月吉日 

塾生ならびに保護者様                

     自立学習塾マイセルフ 英語科 中澤 健一 

TEL：0120-971-157 住所：前橋市川原町 2-12-14 

２０２１年度 第２回 英検実施のお知らせ 

恒例のこととなりましたが１０月９日(土)に第２回英語検定試験を行います。夏休みを利

用し、さらに学力を上げるチャンスです。ぜひこうした検定試験を利用して学習する機会

を増やしてください。多くの生徒のみなさんのご参加をお待ちしております。 

なお、英検協会からの指示により、英検の開催が延期・中止になる場合があります。英

検協会ホームページにてご確認ください。 

（http://www.eiken.or.jp/eiken/） 

 

        記 

場所：マイセルフ前橋本部校（川原町です） 

申し込み締め切り：8月 25日（水） 

9月 9日 22:00に申込についての事務処理を完了 

致しますのでご了承ください。 

検定日時：１０月９日(土)  

  開始 終了 検定料 

5 級 １３：００ １４：１０ \2,500 

4 級 １４：２５ １５：４５ \2,900 

3 級 １６：００ １７：２５ \4,800 

準 2 級 １７：４０ １９：３５ \5,800 

2 級 １９：５０ ２１：５５ \6,500 

（消費税込 英検協会より 2021年改定） 

切り取り線   

 

お申し込み級      級 学校名         学校  学年     年生 

1次試験・2次試験 から希望（○で囲んでください。）  

氏名                    ＴＥＬ ０２７－   －      

生年月日    平成  年  月  日      ０９０－   －      

住所： 郵便番号     －        市       町      番地           

友人紹介での受験の場合、その友人のお名前：                                         

※マイセルフでの英検受験は 塾生ならびにそのご兄

弟、その他にご友人も受験することができます。英

検を受けたいご友人がいらっしゃいましたら、「マ

イセルフ前橋本部校（川原町）」で受験できますこ

とを教えてあげてください。 

※本申込用紙を期限までにマイセルフの講師へご提出

願います。（塾生は 11 月分授業料と合算で処理い

たします。ご友人様は申込書提出時に現金にてお支

払いください）  

 ※受験票はマイセルフで管理しますのでご安心くだ

さい。 

※英検協会の委託事業ですので、時間の変更や返金は

致しかねます。ご承知ください。（学校の予定をよ

くお確かめになってからお申込みください） 

※１次試験合格発表は各自が当日定めた暗証番号によ

り、WEBで確認してください。 

※２級・準２級・３級の２次試験は１次試験の合格者

のみ 11月 14日(日)に英検協会の指定する場所にて

面接試験を行います。（共愛学園が一般的）２次試

験の受験票がマイセルフに届くのは、11 月 2 日

（火）～5 日（金）頃です。※１次試験免除者は、

再度受験料を収め、２次試験からのみの受験とな

ります。間違って１次試験を受けますと、不合格

の場合免除が取り消しとなります。 

※２級と準２級のダブル受験なども可能です。 

塾生は11月分授業料と合算口座振替です

ので現金でのお支払いは不要です。 

当日、マークシートに平成〇〇年生まれ・住所・電話番号を書

けない方が多くなっています。お子さまに覚えるようにご指示ください。 

http://www.eiken.or.jp/eiken/
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塾生は 11 月授業料と合算で処理いたします。ご友人
様は申込書提出時に現金にてお支払いください  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (テキスト代＋諸経費) 

基礎マスターコース：   

主要文法テキスト 1冊＋読解・リスニングテキスト 1冊＋諸経費 6,600円 

発展コース：    

主要文法テキスト 2冊＋読解・リスニングテキスト 1冊＋諸経費  8,800円 

（授業料） 上記２コースとも授業料は同額です 

【塾生授業料】  17,010円/月 （1ヶ月につき 8コマ 曜日はご相談ください） 

【一般生授業料】 26,460円/月 （1ヶ月につき 8コマ 曜日はご相談ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中高生の皆さんへ 

英検学習は８月から始めてください。 

９月は定期テストがありません！  

本当に、今がチャンスです。 

「８月・９月        特講」 

ご案内 

来たる１０月９日（土）いよいよ第２回英検が行われます。 

今は 中学や高校で受験することが難しく、 

土曜であれば、英検協会とタイアップしているマイセルフで受験可能です。 

受験料も 日曜の本会場の受験料よりも 2,000～3,400円ほど割引の価格で受験できます。 

 

自分の弱点を集中的に補強したい人、長文読解ができるようになりたい人、リスニングをやりた

い人、それぞれのニーズに応じた学習をすすめられる「英検特講」で合格を勝ち取ろう！ 

 

◆学年   年   氏名                   TEL                               

◆希望コース   （基礎マスターコース・発展コース）← ○で囲んでください。 

◆希望学習期間  （２ヶ月１６コマ・１ヶ月８コマ ）← ○で囲んでください。 

◆９月の参加日時 （☑をご記入ください。）なお、８月中は夏期講習の時間割にて随時実施可能です。  

火 □19:30～ □20:25～   水 □19:30～ □20:25～   

  木 □19:30～ □20:25～  金 □19:30～ □20:25～  土 □18:30～ □19:30～ □20:25～ 

◆目標の英検級（準 2級  3 級  4級  5 級 ） 
◆現在保持の英検級（ 3級  4 級  5 級  なし      合格した時の得点        点） 
◆いつから目標級の勉強をしているか？（ 20   年  月ころから）   
◆目標級の単語集をもっているか？（はい・いいえ）  
◆単語集はどのくらいマスターしたか？（ゼロ・３分の１ 半分 ほぼ修了） 
◆苦手とする単元名
（                                      ） 
   ※単語については各自が購入の上、努力していただきます。（単語テストを行うことができます） 

 

切り取り線 

英検 
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おはようございます！こんにちは！こんばん

は！講師の小池です！今日はマイセルフの授業で

使われているＺを使った学習方法について紹介し

たいと思います。 

授業で「Zの使い方は教えてもらったから、す

べての Zに使い方は書かれているからもうわかっ

ているよ！」という人もいると思いますが…、今

日は改めて、社会の Zの学習方法に注目して、紹

介したいと思います。前半は歴史です。 

ぜひ読んで自分の学習に活かしましょう！ 

【Ｚの構成について】 

① リーディング：ウォーミングアップの３分 Readingで使うものです。 

② 一問一答:基礎知識を確認する問題です。 

③ ★鉄力問題：ガンガン問題演習するところです。 

④ 解答・解説:答えとその解説です。 

皆さん社会（特に歴史）は暗記と思っていませんか？ 

暗記は決して悪いことではありません。しかし、暗記のように覚える学習には限界がありま

す。ただ問題を解き、丸付けを行う。そしてまた問題を解き、丸付けをする。これだけでは

成績は伸びません。 

 

マイセルフのオリジナルテキスト Z には、問題の量と同じ分量の解説がテキストに収録

されています。とても詳しい解説です。この解説を読み、どんな問題だったか、自分は何を

間違っていたかを考え、明確にしましょう！明確になったわからない部分をマイクリア・教

科書を使いわかるようにすることが大切です。 

また、模試で点数を落とした範囲、定期テストで苦手だと感じた時代など苦手なもの範囲に

合わせ解くことができます。自分に必要なものを選び苦手を克服しましょう！ 

 

 

Ｚを使った学習方法 ～社会編～ 

 

【まとめ】社会 ～歴史～ Zを使った学習方法 

① 解説を必ず読み、わかっていない部分を明確にする！ 

② 自分に合わせた時代のテキストを使って苦手克服！ 
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みなさん、こんにちは！マイセルフの高橋です。このページでは、「家庭学習の 
やり方」をご紹介していきます。昨年のニュースレターでも紹介した内容になり 

ますが、初めての方もいると思いますのでもう一度記事にしていきます。 

 

こんにちは、高橋です！このページでは具体的な数学の勉強方法

についてお話していきます。7/11（日）に 3時間半のオンラインセミ

ナーを受けた内容をみなさんに紹介していきますね。テーマは、成績

を上げる「正しい」勉強法ですが、伸びない生徒の特徴について考え

ます。 

 

◇数学が伸びない生徒の特徴 

□①わからないと（自分で解けないと）すぐ答えを見る人 □②答え・解法を「丸暗記」しようとする人 

いかがでしょうか？勉強していて上の２つに少しでも当てはまる人は、ぜひ行動を見直していきましょう！ 

それぞれの勉強法を具体的に説明していきますね。①と②をやらないようにすることが「正しい」勉強方法

になります。 

 

□①わからないと（自分で解けないと）すぐ答えを見る人 

まずは、解くために自分の力で考えることがとても大切です。考えているとき

に、みなさんの学力は高くなります。脳のゴールデンタイムになります！考える 

目安時間が書いてある問題集もありますが、基本例題は 5分・標準問題は 10分・

入試問題は 15分がリミットになります。制限時間内に全力で考えて、ノートに 

思考の履歴を残す習慣をつけましょう。すぐ答えを見る人も伸びませんが、いつ 

までも（解けないのに）考えている人も成績は上がりません。 

「自分の力ではどうしても解けない！」となった時に解説を読む行動になります。数学力を伸ばすために

は、「チラッと見る」がポイントです。考え抜いた後に、ヒントを見るのも効果的です。例えば「四角形を２

つに分ける」という解説の 1行目を見て、「なるほど！」と思ったら、映像を停めて、または解説を閉じて、

自分の力で解くことです。 

 

□②答え・解法を「丸暗記」しようとする人→覚えるものでなく「理解」する。 

暗記には、2種類あります。意味もわからず暗記する「丸暗記」と、内容を理解して覚える「理解暗記」

です。いま自分が暗記するときは「丸暗記」しているか、「理解暗記」しているかの判断基準を自分の勉強に

取り入れてください！ 

 

高橋がおススメする！！ この夏出来るおススメの勉強方法 

【教科書を使いこなす勉強方法】 

ウィングネットの授業を受ける前におススメの勉強法を紹介します。ウィングネットのテキストと同じ

ような教科書の例題を探して授業前に読むことです。数学以外の勉強もあるので、解かなくてもいいで

す。とにかく一度読むことです。「こんな感じで解くのか…」「なんだ？？この記号は？？」「1行だけの問

題文でこれだけ式変形をして解答するのか」など気付くことが大切です。塾で授業を受けた後に、板書し

たノートを Readingするのも効果があります。（数学の勉強方法で Reading？と思うかもしれませんが、

竹内先生が騙されたと思ってやってください！とおススメしていました） 

 

【高校数学】成績を上げる「正しい」勉強法 

脳のゴールデンタイム

は自分で作り出せる！ 
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保護者さま・生徒のみんな、こんにちは。マイセルフの中澤です。 

いつもお世話になっております。 

 

さて 今回は「自分ひとりでもできる英語のスピーキング練習方法」について、ア

ドバイスしたいと思います。 

 

 

「英検の二次試験のスピーキングがとても心配です」と  

塾生から相談を受けることがあります。 

（英検 3 級以上は、二次試験としてスピーキングがあるのです） 

英語を話す機会を日々の生活の中で意図的に作っていないのならばそれは自然のことでし

て、しかし日々のリーディングの勉強を基礎とした学習があれば あとほんの少しの努力

でスピーキングが可能です。 

 

では、どのようにしたら、英語のスピーキング練習を自分ひとりでも効果的に学べるのでし

ょうか？英語のプロとして 以下３つのアイデアをレベル別にアドバイスしようと思

います。 

 

 

＜英検３級・準２級対策＞ 

１つ目は、目の前の出来事を英語で言ってみること！です。 

 

英検 3 級の二次試験では、受験生が受け取った写真を見て、 

試験官より「What are they doing?」や 

「What is the man going to do?」などの質問が聞かれますので、 

受験生は 

「They are listening to the radio.」 

「He is going to read a newspaper.」 

などと答えれば、正解になります。  

 

 

この対策として、自分の目に映る景色をみて、 

 

「He is going to drive a car.」 

英語のスピーキング練習方法 

新前橋校 文京校

校長 中澤 健一 
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「The cat is sleeping on the sofa.」など、  

「be Ving(動詞の進行形)」と「be going to V(動詞の原形)」を用いた英文を 

不自由なく言えるように、日頃から練習しておきましょう。 

 

 

＜英検２級対策＞ 

二つ目は、ＮＨＫラジオ講座『英会話タイムトライアル』を毎日 10分聴き、 

ナレーション音声に合わせて自分で英語を話してみること！です。 

 

英検２級では、自分の意見とその２つの理由を 

話すことが求められます。 

 

例えば、以下の質問に対し、英語で返答します。 

 

試験官：Some people say that having a pet can help people reduce their stress. 

 What do you think about that? 

 

受験生：I agree. Playing with pets helps people to relax. 

 Pets also stop people from feeling lonely. 

 

馴染みの無い分野（動物、健康など）の質問を受けたため、 

何も言うことができなかった受験生もいるようです。 

 

そこで、上記のラジオ講座で、 

さまざまな分野の話題について英語を話す経験を積むことをオススメします。 

具体的には、 

１ ラジオのナレーション音声に合わせて、まず自分が話してみる 

２ ナレーションで模範解答が示されるのをよく聞く 

３ 自分の英語に修正が必要なら修正し、もう一度話す 

 

この３ステップを 10 分間毎日行っていくにつれて、自分が英語で話せる分野が拡張してい

きます。 

 

なお、この講座レベルが英検３級レベルですから、全く難しくありません。 

高校生の皆さんなら、きっと毎日継続できるはずですよ。 
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（中澤も毎日聴いていますよ！） 

ラジオ番組なのですが、スマホから前週の放送分をまとめて聴くことが可能ですので、 

自分の好きなタイミングでスマホから聴くことができます。） 

 

 

＜英検２級・準１級対策＞ 

高３生で、スピーキング練習を日頃から行いたい生徒さんは、以下をぜひ実行してみましょ

う。 

 

三つ目は、『英語のハノン 初級』（筑摩書房）という書籍を使って、 

英語をガンガン話してみること！です。ドリルの一例を紹介します。 

 

① 聞こえてくる文を否定文に言い換えましょう。 

The train arrives there at five. 

⇓（２秒以内に言い終えてください、スタート！  

そして２秒後に解答が読み上げられます） 

⇓ 

Answer:  The train doesn’t arrive there at five. 

 

 

② 聞こえてくる文を疑問文に言い換えましょう。 

This bus departs at four. 

⇓（２秒以内に言い終えてください、スタート！） 

そして２秒後に解答が読み上げられます） 

⇓ 

Answer:  Does this bus start at four? 

 

 

無事に話せましたか。 

 

答えをすんなり話せた生徒もいれば、 

助動詞を does でなく do と話してしまった生徒、 
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何も言えずに２秒経過してしまった生徒もいると思います。 

 

『英語のハノン』には、こういったドリルが無数に用意されていて、 

ドリルに対応する音声がなんと約 10 時間分も用意されています！ 

口の筋肉がつるほど相当量を練習できますので、 

夏休みにコツコツとこのスピーキングドリルに挑戦してはいかがですか。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

以上の３つのスピーキング練習法をご紹介いたしました。 

ぜひ １つ選んで  

1日 10分やってみませんか？ 

 

 

そして、英検二次試験の直前になりましたら、 

マイセルフ主催の英検面接対策授業（マンツーマンレッスン）に参加しましょう。 

面接官役を行う講師から、間違った英語を話していれば、その修正を受けたり、 

試験当日までの課題を設計してもらいます。 

 

次回の英検二次試験対策授業の日程など詳しくは、10 月上旬にご案内いたします。 

 

 

 

これらの勉強方法でスピーキング練習をコツコツと積んでいけば、 

英検二次試験も恐くありません。 

 

二次試験で堂々と英語を話し、合格を勝ち取ってきてほしいです。 

スピーキング練習、がんばってくださいね。 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 
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このページでは、マイセルフの前橋本部校校長の高橋圭の個人的な夏のおススメやハマ

っているものを紹介します。まったく勉強に関係づけないようにまとめていきますので、

ぜひ楽しんでお読みください(^-^)よろしくお願いいたします！※うれしいことにこのペー

ジの反響をいただいています！頑張って毎回掲載していきます(^-^)(^-^)(^-^) 

【最近のハマりもの ベスト３】 

① 【モスバーガー ご当地シェイク、ただいま完全制覇中！】 

 

 

 

 

 

 

 

② 【果物祭り♪オンラインマラソンの景品で楽しんでいます！】 

 

 

 

 

③ 【たんばらラベンダーパーク・群馬県沼田市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 夏のおススメベスト３♪ 

「赤肉メロン（北海道）」「湘南ゴー

ルド（神奈川県）」「ルクチェ（新潟

県）」と無事に制覇しています！い

よいよあと 2 つです！かき混ぜが

中途半端で、下のシロップを直接

吸い込むとむせるので、ご注意く

ださい(笑) 

「東根さくらんぼマラソン（山形県）」 

「伊達ももの里マラソン（福島県）」10

㎞参加で参加賞をいただきました♪ とても甘くて美味しかったです！ 

毎年夏に行っています！昨年はタイミングが合わず、ラベ

ンダーよりもひまわりがきれいに咲いていました       



 

 

 

1学期中間・期末テストの結果報告になります。今回は、紙面の都合上限られた賞の発表

になりますが、ご了承ください。もうすでに、1学期期末テスト直後に講師ミーティングを

行い、次回の 2 学期中間テストに向けての準備も進めています。次回は、全員点数アップ

＆目標達成を成し遂げましょう！！ ※7/17 時点で判明している結果になります。前橋

本部校、新前橋校、文京校の生徒が対象です。苗字か名前のどちらかの文字で表記しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生 １学期中間・期末テスト 結果報告 

Kさん Sさん
中1英語 中1英語

Kさん Sくん
中2数学 中2社会

Kさん Sくん Mさん
中1生5科 中2生5科 中3生5科

Sくん Kさん Mくん
中1生5科 中2生5科 中1生5科

Kくん Kさん Kくん
中2生5科 中1生5科 中1生5科

Sくん Kくん Iさん
中2生5科 中2生5科 中2生5科

Yさん Kくん Hさん
中2数学 中2数学 中3国語

Oくん Sくん Sさん
中1英語 中1英語 中1英語

Yくん Kさん Sくん
中1数学 中1数学 中2数学

Kくん Tくん Nくん
中2数学 中２数学 中1数学

Sさん Mくん Kさん
中1国語 中1国語 中1理科

Mさん Yくん Kくん
中3理科 中2社会 中2社会

Sくん Mさん Mくん
中2社会 中3社会 中1数学

☆【 1学期中間テスト】5教科高得点ベスト９賞☆

☆【 5教科・ 1科目】得点大幅アップベスト３賞（3学期期末と比較しています。）☆

☆1科目95点以上賞☆

96点 97点 98点

97点 98点 98点

98点 95点 95点

97点 98点 97点

97点 93点 98点

25点アップ 25点アップ 23点アップ

96点 98点 99点

450点 447点 443点

36点アップ 35点アップ 33点アップ

485点 472点 466点

467点 459点 451点

☆【 1学期中間テスト】100点賞☆

100点 100点

100点 100点



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sさん Sくん
中1英語 中1数学

Sくん Mさん Sくん
中2生5科 中2生5科 中2生5科

Sさん Mさん Yくん
中1生5科 中3生5科 中1生5科

Hさん Kくん Kくん
中1生5科 中2生5科 中2生5科

Iくん Nくん Yさん
中2生5科 中2生5科 中2生5科

Iくん Aさん Yさん
中3社会 中3英語 中２理科

Yくん Kさん Sくん
中1英語 中1英語 中2英語

Mさん Hさん Sくん
中3英語 中1数学 中2数学

Kくん Mさん Kさん
中2数学 中2数学 中1国語

Sさん Sくん Sくん
中1理科 中2理科 中1社会

Sくん Kくん Yくん
中2社会 中2社会 中2社会

Mさん Yくん
中3社会 中2英語98点 95点

96点 96点 98点

98点 98点 96点

98点 96点 96点

98点 98点 95点

45点アップ 35点アップ 29点アップ

☆1科目95点以上賞☆

95点 96点 95点

446点 446点 442点

☆【 5教科・ 1科目】得点大幅アップベスト３賞（1学期中間と比較しています。）☆

94点アップ 49点アップ 28点アップ

470点 469点 458点

459点 451点 451点

☆【 1学期期末テスト】100点賞☆

100点 100点

☆【 1学期期末テスト】5教科高得点ベスト９賞☆
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みなさん、こんにちは！マイセルフの高橋です。このページでは、「家庭学習の 
やり方」をご紹介していきます。昨年のニュースレターでも紹介した内容になり 

ますが、初めての方もいると思いますのでもう一度記事にしていきます。 

 

こんにちは、高橋です！このページでは 6月 6日に行われた高校入試ガイダンスの状況をご報告します。

毎年はグリーンドーム前橋さんやベイシア文化ホールさんを貸していただき実施していますが、新型コロナ

ウイルス感染対策のためオンラインでの実施になりました。オンラインという特性を活かして、中１生中 2

生の方にも特別に参加可能にして当日行いました。 

 

当日のプログラムは、 

◇Part１ 「ユニークな塾長」の語る信じなくてもいいホームルーム  

◇Part２ そうだったのか！群馬県入試情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、急遽行った 

◇Part３ 先輩が語る！群馬県入試の特徴とこの夏の勉強法 

をお届けしました。高校合格を勝ち取った茂木先輩からの話は特に 

参考になったようで、アンケートにもたくさん感想がかいてありま 

した。紙面の関係で一部になりますが、みなさんの感想を掲載します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学生】オンライン高校入試ガイダンス 

「言葉の使い方」を意識しよう！ 当日は、このような感じでみなさんにお届けしていました！ 

茂木先輩のすぐ使えるたくさんの勉

強法の工夫を聞けましたね！ 

最後に記念撮影をしました！！ 

みなさんのアンケートを次回のイベントに参考にさせ

ていただきます。次回は秋です。私立高校との併願方法

など情報盛りだくさんです！ぜひご期待ください。 
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はじめまして！ 

今年 4 月からマイセルフで講師を務めさせていただいて

いる、越澤舞季です。 

今回の自己紹介で、マイセルフの皆さんとの会話のきっ

かけになれば幸いです。 

 

名前：越澤舞季 

学校：群馬大学共同教育学部教育専攻 

趣味・特技：バレーボール・書道 

出身地：群馬県館林市 

 

大学では教育学を学びながら、小中高の理科教員免許の取得を目指し、勉強しています。高

校では書道部に所属し、全国高等学校総合文化祭に県代表として出場や書道パフォーマン

スをしていました。指導者資格も持っているので、字に関しては自信があります！(^-^)／ 

また、ウニの研究やオーストラリアでホームステイなど様々なことに取り組みました。 

 

私の座右の銘を紹介したいと思います。 

それは、「継続は力なり」です。 

私は５歳から書道を習っているのですが、小・中学生の

頃は全く良い賞を取ることができなく、何度も書道をや

めようとしていました。しかし、ライバルが賞を取って

いるのに自分だけとれていないのが悔しく思い、もう少

しだけ頑張ることを決めました。そして練習を続け、高

校２年生のとき、全国大会で、一位である会長賞を受賞

することができました。受賞を知ったとき、諦めなくて本

当に良かったと心から思いました。 

ありきたりな言葉ですが、実践することがなかなか難しいものだと思います。マイセルフに

通うみなさんと関わるとき、この言葉の大切さを伝えていければと考えています。 

 

学習面はもちろんですが、部活や受験など生活面でもサポートしていけるようマイセルフ

で努力していきます。まだまだ未熟者の私ですが、今後ともよろしくお願い致します。 

お読みいただきありがとうございました。 

 

講師 越澤舞季 

 

講師紹介 
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みなさま、初めまして！大森康平です！ 

  

私は栃木県出身でして、専修大学法学部を卒業しております。大学４年間はず

っと東京で一人暮らしをしていました。学生の時は、本当に真面目でそこそこ何

でもできる学級委員長・部長をするタイプでした。また、交換留学・インターン・

読書・複数の業種でバイト・課外講座等、いろいろな人と出会い、全力で様々な

経験をさせてもらいました。 

 

何事にも全力で取り組む中、自分がどういう人間で、 

何がしたいのかも真剣に熟慮しました。話が長くなるので 

信念・思考の仕方については今回の記事では割愛しますが、 

「なぜ前橋を選んだか？」ということのみ言及します。 

 

実は…、本音で申しますと、都会は体力的にも精神的にも疲れがひどいため、自然豊か、

静かで暮らしやすいところを探す経緯がありました。自己の信念に沿うような生き方を求

めやすい場所として前橋市を選んだのです。（ジーユー前橋関根店で働いた経験もあります） 

 

本当に必要なものを必要な分だけ持っています。車は所有しません。家にはテレビもあり

ません。世間でいう、ミニマリストというカテゴリーとして位置づけられると認識していま

す。「生活する上で 何が本質的に必要なのか？」を考え抜いた上で選択したスタイルです。 

 

塾生のみなさんには「自己理解・他者理解・伝え方・考え方」、そういった学校では教わ

らない、生きていくのに役立つヒントを伝えられたらいいなと思っています。 

よろしくお願いします！           マイクレド：心豊かな講師 

 

・・・・【その他 心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく書きつくれば】・・・・ 

◇どうやら「好奇心旺盛に健康な食事を楽しんでいると時は止まる！」と認識し始めまし

た。 

◇１日に玄米２合と味噌と両手いっぱいぐらいの野菜と少しのタンパク質、りんごと納豆

を食べています。 

◇風のない穏やかな日は敷島公園で一日中本を読んでたりします。 

◇マイセルフでの仕事はもちろん全力で励みますが、プライベートで考える、ちょっとした

自己開示もしたいと思います。それは・・・バイクでキャンプツーリングの旅をすること・

作家になること・絵本の世界にあるようなログハウスを栃木県北部に建て、ボードゲームカ

フェを開業すること・YouTubeのチャンネルを収益化させること・かっこいいじーちゃん

になること、こんなこともあるんです。多種多様な価値観をもって生きようと考えいます。 

講師紹介 

速読・英検・算数を担当しています！ 
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ニュースレターをご覧の皆様、初めまして。今年の 4 月から勤

務しております非常勤講師の狩野裕太です。Leptonの時は Carter

狩野です。簡単でありますが自己紹介をさせていただきます。 

 

私は現在、共愛学園前橋国際大学に通っていて現在大学１年生

です。共愛学園前橋国際大学は、５つのコース(英語コース、国際

コース、情報・経営コース、心理・人間文化コース、児童教育コース)がありまして、その

中で私は児童教育コースです。大学は、自分の学びたかったことを学ぶことができています。

小学校、中学校、高校と違ってグループワークもあってとても充実しています。蔓延防止期

間中は大学に行くことができませんでしたが、現在では大学にいくことができ、友達とも再

開できてうれしいです。 

 

私は、中学２年生の冬期講習の頃からマイセルフにお世話になっており、勉強面はもちろ

ん、勉強以外でも自分に自信を持つことなどの将来に向けたことも学びました。そして現在

ではマイセルフのスタッフの一員として働かせていただきとてもうれしく思っています。 

 

私の将来の夢は小、中学校の教師です。マイセルフで学んだことを将来に活かしたいと思

っています。 

 

最後になりますが、まだまだ不慣れな点もありますが、皆様の勉強面はもちろん、勉強以

外の面でも全力でサポートしていけたらと思っています。皆様と共に成長していきます。こ

れからよろしくお願い致します。 

 

・狩野裕太(Carter狩野)のことについて 

好きな食べ物…牛乳とクリームシチューです。 

趣味…ゲームをすること、テレビを見ること、英作文を書くことなどです。 

好きな教科…英語と日本史です。 

好きな色…青と白です。 

やっていた習い事…小学校時代に剣道をやっていました。最近はほとんどやってないです

が道場では続けています。 

中学時代の部活…吹奏楽部でホルンを吹いていました。 

最後まで読んでいただきありがとうございました。 

これからよろしくお願い致します。 

講師紹介 
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 Keyaki Photo Studio 
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友人紹介ページ 

～9月の無料体験授業～ 
あなたの大切なお友達のためのマイセルフ紹介ページ 

小学生それぞれのコースで3回まで。中学生・高校生6日間まで。 

塾選びでお迷いの方や、勉強の事でお悩みの 

お友達にマイセルフを教えてあげて下さい！ 

みなさんが一番「マイセルフの勉強法は成果が出る」と知っていると知っていると思います！ 

新しいところに踏み入れるのには勇気がいりますから 

このニュースレターをお渡しください。 

お手元にニュースレターをもう一つほしいときはスタッフまで伝えて下さい。 

 

紹介された方が入塾する際＊入塾金50％OFF＊初回月謝10,000円OFF 

＊転塾支援10,000円OFF（他塾から来られる場合） 

紹介してくれた方には 

＊図書カード2,000円の特典があります 

お申し込みは電話・メール・LINEのいずれかで行えます。 

電話：全校共通0120-971-157 
メール： 

マイセルフ前橋本部校miraimyself@gmail.com 

大学受験予備校サミットmiraimyself@gmail.com  

    （マイセルフ高校部） 

マイセルフ文京校mbunkyo@gmail.com 

マイセルフ新前橋校mshinmae@gmail.com 

LINE：このニュースレターの表紙に QR コードがあります。該当する校舎以外の QR コー

ドは本などで隠して読み取りください。 

mailto:大学受験予備校サミットmiraimyself@gmail.com
mailto:大学受験予備校サミットmiraimyself@gmail.com

