
「個性心理學」 こどもキャラナビ紹介  ～こじか（MOON）～               個性心理學『こどもキャラナビ』より 

①かけひきは苦手 ②親しくなるとわがまま ③初対面では警戒心が強い ④好き嫌いが激しい ⑤好奇心旺盛  

⑥行動範囲が限られている ⑦愛情が確認できないと不安 ⑧感情をかくしきれない 

【子育てポイント】 ❶ひとりにしないで ❷スキンシップを忘れない ❸話を聞いてあげる 

 

 

 

 

 

【今月の名言】 

★縁尋機妙
えんじんきみょう

 多逢聖因
たほうしょういん

 

良い縁がさらに良い縁を尋ねて発展してゆく様は誠に妙なるものがある。いい人に交わっていると良い結果に恵

まれる。人間はできるだけいい機会、いい場所、いい人、いい書物に会うことを考えなければならない。 
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  新聞折込広告頒布日     作文講座 

       

       

5  6  7 大雪 8  9  10  11 懇談① 

冬期説明会・診断テスト    懇談申込期限  作文添削課題期限 

日曜特訓７回       

       

12 懇談② 13 懇談③ 14 懇談④ 15 懇談⑤ 16 懇談⑥ 17 懇談⑦ 18 懇談⑧ 

冬期説明会・診断テスト 冬期講習費引落    漢検申込期限 講習生ガイダンス 

日曜特訓 8 回       

       

19 懇談⑨ 20 懇談⑩ 21  22 冬至 23 冬期❶ 24 冬期❷ 25 冬期❸ 

冬期説明会・診断テスト ２学期授業最終日 休校日 休校日 冬期講習会開始   

       

       

26 冬期❹ 28 冬期❺ 29 冬期❻ 30 冬期❼ 31  1  2  

 １月授業料引落   休校日 休校日 休校日 

      年度開始 1/4 

       

【大雪】冬型の気圧配置が強まり、雪が大いに降り積もる頃。 

【冬至】一年中で最も夜の⾧い日。この日より日が伸び始めることから、古くはこの日を年の始点と考えていた。 

[各期限日] ★懇談会申込 12/9（木）まで ★作文添削課題 12/11（土）まで ★漢検申込期限 12/17（金）まで 

 

 

 

 

 

☏ – –

  yodazemi.mms.toyonaka@minerva-gakuin.net  



 あっという間に年末です。ついこの間まで夏休み、夏期講習会という感じでしたが、今年も終わりに近づいておりま

す。1 年を振り返る良い時期だと思います。良かったこと、反省すべき点、いろいろ振り返り来年を更に良いものにし

ていきましょう。先生たちも頑張っていきます。 

 

先月の教室通信でも触れましたが、中3 生や高3 生の受験生は12 月中に志望校の過去問を徹底的にこなして下さい。

中 3 生なら私立受験校の過去問（いわゆる赤本）の購入をお願いしております。赤本はたいてい過去 5 年分の問題が掲

載されていると思います。最新の年度以外の 4 年分は各科目の制限時間を厳守して何回も取り組みましょう。入試問題

に慣れていきましょう。そしてこの時期だからこそ間違えたり、解けなかった問題を自己分析して対策を講じていかな

ければなりません。単純に解答スピードが遅く制限時間が足りなかったのか、ケアレスミスが多かったのか、国語や英

語の文章題を読むのが遅いのか、または読むスピードはあるが問題を読んで考えるのに時間がかかるのか、英単語や漢

字を覚えているか、計算力は足りているか、歴史の流れを把握できているか…など、自分なりに分析してそれを防ぎ、

改善するにはどうしたらいいのか、しっかり考え、対策を実行出来るのが 12 月中です。これが年明けの 1 月になると

入試直前時期になり慌ただしくなるので、なかなかそうはいきません。直前期に慌てることのないように、今の間にゆ

るぎない土台を作っていきましょう。 

①計算するときはネガティブに 

試験中に計算するときはネガティブ思考で、常にミスをしていないか？という気持ちを持ちましょう。なぜなら、自分

がミスをすると自覚するからこそ慎重に計算ができて、ケアレスミスを減らすことができるからです。 

②見直しする問題を選別する 

テスト中に、最初から最後まで全部の問題を均等に見直すのは時間もかかるし、効率もかなり悪いです。問題を解いた

後に 

◆解けた！と自信があるものは○ ◆おそらく解けたと感じるものは△ ◆答えは出たが自信がないものは× 

こうやって１問ずつ印をつけましょう。そして、実際に見直しをするタイミングでは、○と△に時間をかけて見直しし

ていきましょう。×の印がついた問題は時間をかけて考えても正答する可能性が低いからです。 

③見直しはライバルの答案を見る気持ちで 

解答の見直しをするときは、ライバルの解答だと思って入念に取り組みましょう。なぜなら、自分が解いた問題は正し

いと思い込んでしまうからです。高得点を取りたいという気持ちが潜在的にあるので、自分の答案は正しいと勘違いし

やすいわけです。逆に、ライバルの答案なら間違いがないか入念に調べるはずです。 

④文字の見間違いを防ぐ 

ケアレスミスを誘発する原因として、文字の見間違いがあげられます。1 と 7 という数字の見間違いや、X（エックス）

と×（かける）という数式の見間違いなどがあります。これをしてしまうとその後の計算が全て間違いとなるのでかな

りもったいないです。自分が普段どんな文字の見間違いをしているのかをリストアップして事前に知っておきましょう。 

⑤「出来ない問題」よりも「解いた問題の見直し」 

試験時間が残り 5 分を切った時に、多くの受験生は出来ていない問題を解こうとしますが、あれは完全にミスです。な

ぜなら、出来ない問題を解くよりも、解いた問題を見直すほうが全体で見ると点数が上がるからです。 

仮に試験の最後の 5 分で解ける問題は多くて 2・3 問で、全部正解できるならいいのですが基本的によくて 1 問正解で

す。逆に、5 分もあれば 10 問は確実に見直しができて、トータルで見たときに見直しをしたほうのコスパがいいので、

ケアレスミスを防ぐためにも解いた問題の見直しを徹底しましょう。 



•小4 算国 ・小5・6 算国英

•中1～3 5科目

ヨダゼミ

集団指導

•小1～小6

•数字パズルと計算パズルがアハ体験の世界へ

脳科学教育

セレンブレイン

•小1～高3

•オーダーメイド時間割

ミマス

個別指導

12/23（木）より冬期講習会が始まります。 

【在塾生】 

●ヨダゼミ生教材・予定表配付 12/13（月）～ 授業内で配付予定 

●MMS 生 時間割等配付 12/13（月）～ 授業内で配付予定 

【講習会生】 

ヨダゼミ講習会生には講習会生ガイダンスを実施します 

12/18（土）小学生 16：00 中学生 17：00 

講習会生対象に教材配付、通塾上の諸注意を行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは別紙案内をご確認下さい！ 

【第 5 回塾内模試】 

在塾生と 1 月からの通常授業を継続される講習生は必須受験です。 

 学年 予定時間帯 試験科目 

1/9

（日） 

小 4 14：00～15：40 算数・国語 （2 科目） 

小 5・6 14：00～17：30 算国理社英 （5 科目） 

中 1・2 18：00～22：00 英数国理社 （5 科目） 

中 3 9：00～13：00 英数国理社 （5 科目） 

※詳しくは講習会開始後に別紙案内等を配付します 

 

冬期講習会に先立ちまして、上記の期間で懇談会を実施します 

参加される場合は、申込書に必要事項をご記入のうえ、12/9（木）までに当教室までご提出下さい 

※ブログやホームページへアクセス！！ 

ヨダゼミブログ → toyonaka6312 ／ ヨダゼミホームページ → ヨダゼミとよなか 

12/28（火）1/6（木） 

両日 12：00～12：50 

◎ヨダゼミ講習会生対象 

『小学生 算数プレ講座』 

12/26（日） 

・小 4 11：00～12：40 

・小 5 13：30～15：10 

・小 6 15：30～17：10 

講習会生は本授業前に参加して下さい 



案内配付

10/25（月）から

受講資格

ヨダゼミ・ミマス

小4～中3

国語受講者は必須

申込期限

11/13（土）

国語受講者は
申込不要

課題配付

11月下旬

作文講座

12/4（土）

小学生13：00

中学生14：00

課題提出期限

12/11（土）

添削結果返却

1月末頃

12/5（日）と 12（日）に日曜特訓授業があります。12 月で日曜特訓は終了となります。 

 12/5（日） 12/12（日） 

17:00～18:30 18:50～20:20 20:30～22:00 17:00～18:30 18:50～20:20 20:30～22:00 

Ⓢクラス 英語 数学 国語 数学 国語 英語 

Ⓐクラス 数学 国語 英語 国語 英語 数学 

Ⓑクラス 国語 英語 数学 英語 数学 国語 

 

第 5 回（12 月）添削指導の案内です 

 

 

 

 

 

 

 

※作文講座（自由参加） 12/4（土）小学生 13：00～13：50 中学生 14：00～14：50 

家で作文が書けない生徒は作文の書き方を指導します。1 階カウンターにある申込用紙に記入して参加下さい。 

※国語受講者および作文添削申込された方は費用 1,530 円（税込）を 12 月授業料とともに口座引落になります。 

 

 

日時 1/29（土）16：30～17：30 会場 ヨダゼミ豊中緑ヶ丘教室 

受験資格 

●必須受検→小 4～中 2 の国語受講者（申込不要） 

●任意受検→国語未受講者、中 3 生、ミマス高校生、在塾生保護者 

→受検を希望される場合、別紙申込書 12 月 17 日（金）までに当教室にご提出 

受験費用 

●10 級・9 級・8 級…1,500 円 ●7 級・6 級・5 級…2,000 円 

●4 級・3 級・準 2 級…2,500 円 ●2 級…3,500 円 

※1 月分授業料と合わせて引落をさせて頂きます。 

備考 別の日時での振替受検や未受検による受検費用返金はできません。予めご了承下さい。 

 

●日時 12/5（日）、12（日）、19（日） 全日 11：00～ 

●テスト：80 分 説明：30～40 分程度、その後質疑応答 

●テスト科目：小学生は算国、中学生は英数の 2 科目になります （MMS 高校生は本人と面談） 

※是非、お知り合いの方をご紹介下さい。 

～作文添削の流れ～ 


