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日時：２０１５年１２月３１日～２０１６年１月１日 
参加者：北辰館スクール通塾生（小５女子と中１女子の姉妹）とその両親 

沼田理事長とその家族（妻と社会人の娘）	 計７名 
文と写真：沼田広慶 
１２月３１日（木）	 新白河駅に予定通り全員が集合。送迎バスでブリティッシュ・ヒ

ルズを目指す。塾生の二人は初めての参加のため緊張気味だが、両親は英語ができないと

いう割にはリラックスムー

ドで家族旅行感覚。さて、近

付くにつれて雪におおわれ

た白銀の世界に入る。バスを

降りると、ハロー、ハローの

歓迎ムード。そのまま全員が

オリエンテーションへ。 
	 今回の合宿はカウントダ

ウンパーティーを楽しむの

が狙いで、英語を学ぶという

より、英国文化を楽しむのが

主たる目的なので、保護者も

皆一緒に行動することに。 
	 この日はレッスンがないので、オリエンテーション後はそれぞれ部屋に入るとハリーポ

ッターマントを着てすぐにマナーハウスに集合。私が皆に施設を案内。マナーハウスから

喫茶店・食堂・ショップ等を歩き回ってから解散し、自由行動。我々は雪のハイキングロ

ードを歩いて展望台へ。白銀の大展望を楽しんでからお茶とケーキを楽しもうと店に入る

と、示し合わせたように塾生家族もやってきて、どちらもアフタヌーンティーを楽しむ。 

2016 年 2 月	 

第７回英語合宿の報告	 
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	 実は夕食前に Haggis Paradeがあることを今日初めて知らされたので、お茶が終わると
一行はマナーハウスに集合した。Haggisとは羊や子牛の臓物をオートミールや脂肪などと
混ぜてその胃袋に詰めて煮た料理ということで、スコットランドでは有名らしい。待つこ

としばし、突然バグパイプの演奏が始まり、独特の衣装に身を包んだ３人が行進してきた。

バグパイプの説明も入れながらたっぷりと演奏を楽しませてくれたが、そのあとが素晴ら

しい。Haggisをその場で切って皆に食べさせてくれた。これがなんと美味で驚いた。うま
いうまい。さらに、子供たちはジュースだが、大人は何と極上のシャンペンとワインを飲

み放題。ほかのグループも入れて５０人くらいはいただろうか。Haggisパーティーのはじ
まりはじまり。いい気持になってかなり酔ってしまった。妻に「引率者でしょ」と脇腹を

こづかれ、はっと気を取り直してダイニングホールへ。 
	 夕食でもさらにたっぷりと食べる。今夜は９時からカウントダウンパーティーがあるの

であまり食べない方がいいのではと思っていたが、先ほどのワインが食前酒となって胃袋

が全開。どうとでもなれと言わんばかりに皆バク食い。生徒の家族とも長い付き合いなの

で皆家族か親戚の集まりのような感じでワイワイガヤガヤ楽しい夕食となった。 
	 今回の合宿では英語のできる妻と娘がいるので私は気が楽だ。英語はそっちに任せるこ

とにして、もっぱら英国料理と酒のお勉強に専念。向こうの家族のお父さんも酒好きなの

でサイコ―。酒の話で盛り上がる。 
	 さて、いよいよカウントダウンパーティーがパブで始まった。何と１００人以上いるだ

ろうか。小学生から中高大学生、それに一般の泊り客も皆集まってきた。ネイティブのス

タッフたちも総動員、という 
より今日はここでは我々と同じ呑み助仲間だ。老いも若きも女性も男性もスタッフも客も

ごったまぜのドンチャン騒ぎ。全員で英語の歌も歌った。さらに、各グループにマイクが

渡り英語で自己紹介する場面もあり、私のところでは引率者として私にマイクが差し出さ

れたので、酔った勢いで、アイアム	 ア	 ジュウドーマスターとかなんとか言いたい放題。

あとで妻に聞いたら、メチャクチャ英語ですごかったと大笑いされた。 
	 いよいよあと３０秒で新年を迎えるときには、全員にクラッカーが配られ、一斉に、ス

リー、ツー、ワン、ハッピーニューイヤー、パンパンパンパン、ワオー。英語と日本語が

混じって何が何だかわからない凄まじい雄叫び。火薬のにおいが充満する。ハグするスタ

ッフ。踊り出すスタッフ。お客たちも大興奮。そのまま外に出るよう促されると、夜空は

満天の星。と思うや突然上からドドーンと花火の音が。すごいすごい。ディズニーランド

の花火は何回か見たが、あれ以上の迫力。結構長く続き、上を向いているのがしんどくな

ったほど。やっと終了して各自家路へ。もっとも塾生たちは午後１１時ころに眠くなって

部屋に戻ったので残念ながらカウントダウンの瞬間は楽しめなかったが。思うにこれは大

人のイベントと言っていいだろう。 
 
１月１日（金）	 朝から天気が良くて気持ちがいい。朝食はリフェクトリーで特別メニ
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ューのバイキング。昨日あれほど飲んだり食べたりしたのに罪だなあと思うが、腹ペコで

大盛り。デザートもたっぷり。 
	 さて、今日の午前中はスコーン作りの英語レッスンがある。大人たちも見学しようと一

緒に教室へ。と、思いきやスタッフのイケメン教師が皆でやりましょうとおっしゃる。て

なわけで全員がエプロン姿になってスコーン作りとなった。これはこれで何回やっても面

白い。英語の説明をよく聞いていないとちゃんとしたものができないから皆真剣。一人で

全部の工程をやらなけれなならないから隣に手伝ってもらう訳にもいかないし、手伝うこ

ともできない。これは効果的なレッスンだ。できあがったスコーンはお土産になる。 
	 いよいよ合宿も終了に近づく。昼食を食べた後、全員で記念撮影とショッピング。昨夜、

英語で買い物も経験したし、スタッフとの会話も１０回以上はこなしてサインをもらい、

記念品をもらって塾生たちも大満足。 
	 送迎バスから手をふりながら、面白かった、また来たいね、と皆笑顔だった。新白河駅

で解散。無事終了。お疲れ様でした。誰が？ 
以上 
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日時：2016年（平成 28年）1月 15日（金）10:30~14:00 

場所：柏商工会議所 4階 

参加業者数: 31社（ブース数:38） 

来場者：65名 

後援：公益社団法人全国学習塾協会 

文と写真:NPO塾全協全国事務局長・東日本ブロック広報局長	 中村基和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
挨拶する稲葉秀雄運営顧問  	 	 	 	 	 	 開始直後の様子 
後ろは星野重治実行委員長 
	  

	 今年度は中学校の教科書が改訂になるけれど、今回はマイナー改訂だから教材も大きな変化はないかも知

れないと大きな期待はせずに行ってみたところ、各社とも良い意味で期待はずれで、様々な工夫をして改訂

版と新作を出してくれていました。例えば英語の準拠ワークでは、新出単語のうち意味が分かるだけで良い

と思われるものは意味を書くだけ、スペルも覚えて欲しいものは英語を書かせるというような細かな工夫を

したものもありました。また社会科教材でもう少し前に出ていたら....と思うのもありました。その他使って

みたいと思う教材は多々ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 毎年催されているミニセミナーですが、今年は以下のとおりでした。 

１）千葉県高校入試最前線（株式会社進学研究会	 五十嵐裕明氏）	 
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２）東葛中入試問題分析報告（株式会社日本教材出版	 中村健氏）	 

	 	 	 	 	 ３）最先端 ICT の潮流と活用事例のご紹介（株式会社マナボ	 三橋克仁氏）	 

	 この中で、今回は個人的に非常に興味があった東葛中入試に関する資料を下に貼りました。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 昨年初めて公立中高一貫校として募集をした東葛ですが、昨年に比べて難易度が下がり、「解ける問題」

が 6 割ある。理科は初めて見る問題が出題され、算数では図を作成する作業が必要な問題が出題された。な

どが今年度の特色のようです。基本事項を落とさない指導が大切と結ばれました。	 

	 

	 	 （セミナーの模様）左から、五十嵐氏、中村氏、三橋氏	 

	 東京で塾をやっている私ですが、テスト業者や出版社の方々と東京の入試に関する事も色々話す事が出来、

なかなかの収穫がありました。各出版社の方々から「新年度の教材はお決まりですか？」と尋ねられました

が、私の塾は個別指導で、各生徒によって使う教材はまちまち。新年度は更にまちまちになりそうです。	 
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中山塾で毎年配布しているものです。ご参考までに	 

「受験直前のアドバイス」	 	 

入試がいよいよ迫ってきました。直前のアドバイスです。	 

ぜひ、参考にしてください。	 

【入試前日までの勉強について】	 

①最後まであきらめない	 

「ダメかも・・・」「もういいや」なんて考えは持たないで！不安になるのは「理解していないかも」	 

という気持ちからくることもある。これまで使ってきたノートや参考書を見直すなどして、最終確認	 

をしよう。	 

②プラス思考でいく	 

「できないかも」と、マイナス思考になるのはダメ！プラス思考で自分に自信を持つことが何よりも	 

大切だ。「すらすらと問題を解いている自分」や、「合格して学校生活を楽しんでいる自分」をイメー	 

ジしよう！！	 

【前日までにしておきたいこと】	 

①3学期の授業が始まる頃から、生活のリズムを正してください。	 

	 基本は 11 時就寝・6 時起床です。（1時、２時まで起きているのではなく、朝型に変えましょう。）	 

	 特に試験の間際にインフルエンザになったら大変です。うがい・手洗い・マスクの着用等を心が	 

け、前の土曜・日曜日は人ごみに行かないようにしましょう。	 

②受験する学校の下見・行き方の確認	 

	 普段、乗りなれていない電車やバスにのる場合は行き方の確認を必ずおこなうこと。	 

この時期は雪の心配もあるので天気予報にも注意を向けておく。	 

同じ学校を受験する知り合いがいれば、一緒に行くように打ち合わせをすること。指定時刻の 30

分前に着くように予定を立てる。	 

③前日に持ち物を確実に用意すること	 

例えば、試験会場がどのような場所でも対処できるようにセーター・コートを着ていくべき。	 

消しゴムは複数用意する	 

【受験校についたら・テスト中	 】	 

	 	 	 ①・掲示、アナウンスに注意をはらう	 

・必ず、トイレの場所の確認をしておく	 

②教室の自分の机に座ったら	 

・	 大きく深呼吸をする	 

・	 右の言葉を強く念じること	 

③	 試験が始まったら、まず受験番号や名前を書こう。	 	 

「忘れるわけない」と思っていても、入試本番では、焦りや緊張からつい書き忘れることもあるよ。	 

④問題の全体像をつかむ・・	 問題を解く前に、まず全体をざっと見て、すぐに解けそうなもの、時間	 

① 読み取りまちがえをしない	 

② 設問をよく読む	 

③ 計算ミスをしない	 

④ 時間配分に気をつける	 
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がかかりそうなものを判断し、おおまかな時間配分を決めよう。	 

	 	 	 ⑤解ける問題から解く・・	 解けない問題に時間をかけていると、時間が足りなくなって慌てることも

ある。すぐに解けそうにないと思った問題は後回しにして、ほかの問題から解いていこう。	 

解答欄を間違えないよう要注意！！	 

⑥必ず見直す・・	 試験が終わる５分前には、必ず全体を見直そう。誤字・脱字や解答欄の間違いが

ないかどうか指示内容に従って解答できているかなどをチェックしよう。	 

⑦次のコトを考える・・休み時間に答え合わせはしないこと！次の試験科目の教科書や参考書を見直

すなどして、気持ちを切り替えよう。	 

【チェックリスト】	 

	 受験票	 	 時計	 （要項の指示通り）	 

	 入試要項	 	 弁当	 （要項の指示通り）	 

	 その他の書類（受験校の連絡先）	 	 雨具	 

	 メモ用紙	 	 手袋・カイロ	 	 

	 鉛筆・シャーペン・芯	 

	 （余裕をもって用意）	 

	 参考書・ノート（時間があるときに勉強

するため）	 

	 消しゴム（最低 2個）	 	 ハンカチ	 

	 定規･コンパス	 	 ティッシュ	 

	 上履き（要項の指示通り）	 	 その他	 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

NPO塾全協東日本ブロック	 今後の主な予定(2016年度)	 	 

5 月 29 日（日）塾全協全国総会	 

9 月 19 日（日）東京	 進学相談会	 

9 月 22 日（祝）千葉	 進学相談会	 

10 月 2 日（日）埼玉	 進学相談会	 


