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～ 生徒一人ひとりの可能性を引き出す塾 ～

この冬休みを無駄にするな！
今年の冬休みも文理学院では「冬期講習」を開催します。例年、
1,200 名を超える小・中学生が申し込み、塾生と一緒に熱血指導を受
け、冬休み明けのテストでの大成功へ、また、志望校の合格へと繋げ
ていく生徒が数多くいます。

冬期講習
全地区、受付を開始しました。

なぜ、文理の講習会に多くの生徒の申し込みがあるのか。それは、 静岡県全地区
塾生とその保護者の皆様が「文理って面倒見がいいよ」、
「文理に通わ

中 3＝8 日間 38 時限の「公立・私立入試対策講座」

せたらテストの点が大幅に上がったよ」
、
「勉強が楽しくなってやる気

中 1・中 2＝7 日間 21 時限の「学調対策講座」

が出たよ」などの声を、周囲の方々に伝えてくれているからだと強く

小 4～小 6＝4 日間で国・算重要単元復習、英語先取り講座

感じています。

◎日程・時間割などの詳細は各校舎からご連絡いたします。

では、なぜそのような声が塾生と保護者の皆様から聞けるのか。そ

◎外部生向け「説明会」は指定土曜日午後 6 時開始です。

れは、各教室で教鞭を執っている教師陣が、教えることが大好きで、 山梨県甲府地区
塾生の成績が伸びるのを見るのが大好きで、塾生の笑顔を見るのが大 中 3＝5 日間の冬期講習＋校長会・到達度テスト対策 1 日＋大晦日・
好きだからだと思います。

正月特訓 3 日間（全 9 日間）

これからも、塾生の笑顔のために、塾生の夢を叶えるために、誠心

中 1・中 2＝5 日間 5 教科指導（5 教科入試直結重要単元復習）

誠意、一生懸命、授業に、質問対応に汗をかいていきたいと思います。 小 4～小 6＝5 日間で国・算重要単元復習＋朝学習（朝 9 時～12 時）
小 6 受験選抜クラス＝6 日間で入試重要単元復習＋朝学習＋大晦日・
文理学院 教師・スタッフ一同

全国統一

対象：小学１年生～小学６年生

小学生テスト
１１月３日（土・祝）午前９時より

正月特訓 3 日間＋山梨大附属中入試シミュレーション実施！
◎日程・時間割などの詳細は各校舎からご連絡いたします。
◎外部生向け「説明会」は毎週土曜日午後 6 時開始です。
山梨県郡内地区
中 3＝8 日間の冬期講習＋正月特訓＋3 日間の前期対策（全 12 日間）
中 1・中 2＝6 日間 5 教科指導（5 教科入試直結重要単元復習）
小 4～小 6＝5 日間で国・算重要単元復習＋英検講座

今年もこの季節がやってきました！全国の小学生と競い合おう！！

※小 6 は、1/9（水）学力コンクール（中学準備の始まり）

もちろん受験料は「無料」ですから、積極的に受験しましょうね！！

◎日程・時間割などの詳細は各校舎からご連絡いたします。

【試験科目】

◎外部生向け「説明会」は毎週土曜日午後 6 時開始です。

小学 1・2・3 年生は「算数・国語」

ジョイフル イングリッシュ スクール（JES）

小学 4・5・6 年生は「算・国」/「算・国・理」/「算・国・理・社」 小 1～小 6＝3 日間でネイティブスピーカーが英会話を、日本人教師
※実施学年・終了時刻などの詳細は各校舎にお問い合わせください。 が筆記を指導。
（詳細な実施日程は各校舎からご連絡いたします。
）

文理学院、大きく動く！
文理学院も 1 つの企業体です。生徒たちからは「文理って会社な
の？」といった、ちょっと微笑んでしまうような質問を受けることが
ありますが、「学習・教育支援事業を行っている会社」です。
その文理学院も東証一部上場企業である「学研塾ホールディング
ス」の仲間に加わり、もうすぐ 1 年が経とうとしています。この期間
に文理も会社として大きく動いてきているということを、この場をお
借りして、それらの一部をお伝えしておこうと思います。
これを読む多くの塾生が、大学卒業後に文理学院の教壇に立ち、
熱意ある指導をしてくれることを願いつつ……。

①2019 年春、31 校舎目の「新設校舎」が誕生します。
⇒「文理初」がいっぱいの校舎です。ご期待くださいね！
②2019 年度「中学生英語」を更に充実させていきます。
⇒文理から英語を得意とする生徒を今以上に生み出します！
③社内規定を大きく改訂していきます。
⇒より安心し、より働きがいのある文理学院を！
④女性活躍推進にも力を入れていきます。
⇒ご家庭を持つ女性が、いきいき働けるステージづくりを！
その他、まだまだ、もっともっと改善を進めていきます。

文理の卒業生も文理の教壇に立ち熱血指導中！

大切な言葉、そして言葉を大切に
みなさんのお家には「日めくりカレンダー」がありますか？流行したものでは、元プロテニスプレーヤー松岡 修造さんのものや、
「猫めくり」という 365 日猫だらけのカレンダーがありましたね。文理の校舎でも事務所内に置いてあるところがありますが、編集
長である私の担当校舎にも、自宅にも同じ日めくりカレンダーが 1 つずつあります。それは福島県ご出身の僧侶、荒 了寛（あら りょ
うかん）さんが挿絵と言葉を綴った「心の日めくり」というものです。その中には、私たちが普段生活する中で、大切にすべき事柄が
たくさん散りばめられています。この場を借りていくつかご紹介したいと思います。

「食うだけ食って

寝るだけ寝て

時間が無いなどと云うな」

－Don't say you didn't have enough time, when you ate and slept as much as you wanted.

「耕しもせず蒔きもしないで他人の収穫をうらやむな」
－One who doesn't plow fields, nor sow the seeds, shouldn't be envious about the harvest of others.

「思った通りにはならないが

やった通りにはなる」

－It doesn't turn out the way you thought, but it turns out the way it was done.

「苦しみが無くなるのではない

苦しみでなくなるのです」

－There is always suffering but through it we can overcome suffering.
これらの言葉は学業に勤しむ学生諸君にとって「戒めの言葉」でもありますね。「努力もせずテストで良い点を取りたい、楽をして
志望校に合格したい」などと考えている塾生は文理学院にはいないと思いたいですが、やはりそれでも人間は弱いもの。このような言
葉を机やお家の壁に貼ったり、筆箱の蓋の裏に貼ったり（プリクラが貼ってある子が多いかな？）して、自分自身を鼓舞するのもいい
のではないでしょうか。

「あるがままに生きる

ないがままに生きる」

－Live with what you have, live with what you don't have.

「自分が変わらなければ

相手も変わらないよ」

－If you don't change your attitude, other people won't change theirs either.

「良い言葉は良い心を育てる

悪い言葉は悪い心を育てる」

－Kind words will foster a kind heart, unkind words will foster an unkind heart.

「他人と比べるのをやめると

人生はぐっと楽になるよ」

－Life would be much easier if you didn't compare yourself to others.
※上記の英文訳は文理学院の英語科によるものです。
これらの言葉は学業というより、広い意味での「人生訓」ですね。非常に共感できる言葉ばかりですが、特に 3 つ目の「言葉が心を
育てる」という文には、私たちのような職業―「教師」にとっては非常に大切で常に心に留めなくてはならない言葉であると感じます。
『教師の一言で生徒はやる気になり、教師の一言で生徒はやる気を失う』ということを私たちは知っています。それでも、たった一言
が相手にとって大きくマイナスに働くことがあります。私たち文理学院の教師陣は地域の教育者として、「言葉の重み」を感じながら
塾生の指導に当たらなくてはなりません。

みなさんも、いろいろな言葉に助けられたり、励まされたりすることが少なくないでしょう。また、いろいろな言
葉を拠り所に生活している人たちもいると思います。
「自分の好きな言葉」を心の中に持ち合わせることって、とって
も大切で素晴らしいことだと思いますよ。

精神面の強化と豊かな情操を育む ― 文理学院の指導理念です。
冬期講習 受付開始!!

★各校舎の「ブログ」も是非ご覧ください！★

とことん徹底指導！
とことん学力向上！
とことん人間教育！
とことん安心価格！

困難に屈せず、果敢に挑戦する勇気

