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白門通信
塾則
①塾生は、塾生同士、講
師、 ス タッ フ 、来 校者等
に対す る挨 拶を怠 って
はいけません。
② 遅刻 ・ 欠席 を する 場
合は必ず連絡してくださ
い。
③他人に迷惑をかけた
り、塾内の 秩序を乱して
はいけません。
④塾 内の 機 器、 備品な
どは大切に扱ってくださ
い。
⑤講師の 指示に従えな
い場合、退塾を勧告する
場合があります。

壁を感じたとき、迷ってしまっ

たとき は「離 」を意識 すると 良

いと思 います 。「離」 とは、 あ

る特定 の考え に縛られ ず、一 度

それを 切り離 して、物 事を客 観

的に見 つめる ことです 。そう す

ると自 分がよ く見え てき ます。 そし て、自 分に

何が足 りない か、何 をす べきか がし だいに 明ら

とでは なく、 変化す るの が当た り前 だと言 う認

かにな ってく るはず です 。そし て、 少しず つ変

例とし て、勉 強し ようと 考える とノ ート・ 消

識を持 つこと によっ て、 勉強に 対す る意識 も向

化させ ていく のです 。変 化する こと が特別 なこ

し ゴム・ 鉛筆・ 赤ペ ン・問 題集の 金額 は必要 経

上して くれる のでは ない かと思 いま す。難 しい

チャ ンスを逃すと いうこともあ るでしょう。

し かし、 常に変 化し 続ける こと は大変 なこと

費 として 必ずか かっ てきま す。積 極的 に勉強 し

問題や 苦手な 問題に 取り 組もう とす ると、 とた

常に変 化し続けるこ とは大切だと 思います。

です 。精神 的にも 物理 的にも 「壁 」が立 ちはだ

よ うとす ればす るほ ど必要 経費の 金額 は大き く

んに身 動きや 思考が 止ま ってし まう 生徒を よく

私はいつ も変化を求め ています。

かり ます。 まず、 「精 神的な 壁」 ですが 、人間

な ります 。つま り、 「積極 的に勉 強す ること 」

いうのが大半です。しかし、初めからよくわかっ

とい うもの は、一 度あ る程度 のと ころに 落ち着

ま せん。 この金 額を 減らす ために は工 夫する し

ていた ら勉強 する必 要な どない ので あって 、誰

見かけ ます。 理由は 「よ くわか らな いから 」と

う気 持ちに なれま せん 。具体 的に は、一 度身に

か ないの ですが 、中 学生に はなか なか 難しい の

でも最 初は「 よくわ から ない」 ので す。大 切な

いて しまう とそこ から なかな か変 化しよ うとい

つい た勉強 の方法 とい うもの を変 えよう とはし

で はない かと思 いま す。と いうの は、 ノート 代

のはそれを毎日継続して練習していくことです。
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「お金 がかか るこ と」と 言って 過言 ではあ り
＝

時 間の生徒は、

をケチって細かい字を書いているために、かえっ

ないもので す。家庭学習が

時 間 や ろう

WMR大
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10月5日(月)14時30分～18時30分

よ ほ ど のき っ か け が な い と

WMR大
WMR大
ナトリエ

そうすれば、しだいに「よくわかる」ようになっ

9月30日(水)14時30分～18時30分
10月2日(金)14時30分～18時30分
10月3日(土)14時30分～16時30分

て 何を書 いてい るか わから なくな り、 自分の 首

小学生から高校生までの５科目の動画授業が塾の自習
室で利用できます。料金は無料です。使い方がわから
ない時は講師にお尋ねください。

ナトリエ
WMR大
WMR小

とい う気持 ちにな れな いもの です 。また 、「物

CARROTについて

9月26日(土)14時30分～16時30分
9月28日(月)14時30分～18時30分
9月29日(火)19時00分～21時30分

ていく わけで あり、 それ をいち いち 「よく わか

9/21～9/25 東桜学館生
9/28～10/2 その他の中学生

らない 、難し い、不 安だ 、めん どく さい」 と気

中学1・2年生のためのテスト前の特別授業を夜９時半
～１０時まで無料で行います。

高校生のテスト対策授業を以下の日程で実施します。
参加費は無料です。
9月19日(土)14時30分～16時30分
ナトリエ
9月20日(日)13時00分～16時30分
ナトリエ
9月21日(月)14時30分～18時30分
WMR大
9月23日(水)14時30分～18時30分
WMR大
9月25日(金)14時30分～18時30分
WMR大

にしていたの ではらちがあ きません。

Q&Aの授業について

中学生(中3)のテスト対策授業を以下の日程で実施し
ます。参加費は無料です。
9月21日(月)15時00分～18時00分
WBR
9月22日(火)15時00分～18時00分
WBR
9月28日(月)10時30分～18時00分
WBR
9月29日(火)10時30分～18時00分
WBR

を 絞めて しまっ てい る生徒 をよく 見か けるか ら

数学検定実施予定日
12月5日(土) →11/6(金)申込締切
２級4,800円/準２級4,000円/３級3,500円
４級3,000円/５級3,000円

中学生(低学年)のテスト対策授業を以下の日程で実施
します。参加費は無料です。
9月21日(月)14時30分～17時00分
ナトリエ
9月22日(火)14時30分～17時00分
ナトリエ
9月28日(月)14時30分～17時00分
ナトリエ
9月29日(火)14時30分～17時00分
ナトリエ
10月3日(土)18時30分～21時30分
WBR
10月4日(日)14時30分～18時45分
WBR→WMR大

「
＝お金のかかること」

数学検定のお知らせ

テスト対策授業について

と割 り切るしかな いのではない でしょうか。

英語検定実施予定日
１月２４日(日)→12/8(火)申込締切
検定料
2級5,500円/準2級 4,900円/3級 3,900円
4級 2,600円/5級2,000円

漢字検定実施日
11月6日（金）→10月6日(火)申込締切
①夜７時～８時
②８時20分～９時20分 で実施予定
２級 3,500円/準２級～４級 2,500円
５級～７級 2,000円/８級～１０級 1,500円

理的 な壁」 ですが 、変 化しよ うと 思うと 先立つ

英語検定のお知らせ

漢字検定のお知らせ

ものとしてお金がかかりやすい傾向にあります。 です。「勉強すること」

小6公中検模試
→10月3日(土)14時30分～16時10分
小学生実力診断テスト
→10月17日(土)14時30分～16時00分
全国統一小学生テスト
→11月3日(火)9時～12時20分
中3 月例テスト
→10月11日(日)１３時00分～１８時00分

図南鵬翼・切磋琢磨・質実剛健
その ために 、変化 する ことを ため らって しまい

テストについて（いずれも無料です）

目指すのは純粋で強いコドモ

離

9月号

9月号

目指すのは純粋で強いコドモ

「わ からな い」問 題を ひとつ ひと つ「知 る」こ

とに よって 学力は 向上 するわ けで すから 、「そ

うな のか、 またひ とつ 賢くな った 」と考 えて次

に進 んでい けばよ いの です。 知ら ない問 題や慣

れて いない 問題を 解い ていく と必 ず「不 安」が

出てきます。そ して、「自分にで きるだろうか」 、

「無 理じ ゃな いのか 」、 「さ っぱ りわ から ない」

とい う精神 構造が 「理 解の邪 魔」 をし、 「やる

気を 減退」 させま す。 そのと きに 必要な のは、

そう いう問 題に対 する 精神的 な対 処の仕 方を覚

える ことで あり、 「こ れは練 習で あるか らだん

だんわか っていけばい い」と割り切 ることです

変 化をし ようと 思っ たら一 時の 精神的 な不安

拝啓 時下、皆様方におかれましてはますますご清祥の ＠willのコースについて（いずれも月額です）
こととお慶び申し上げます。
①平常授業ライトコース
平素は、白門ゼミナールの授業にご理解いただきまして、 基本料金15,000円(テキスト代別)
厚く御礼申し上げます。
１日３クリップ×週２回→月２４クリップ
さて、秋は高3生にとって、大切な時期です。そこで、下 講義映像月24クリップまで無料。24クリップ以降は1クリッ
記の要領で夜勉を実施することにいたしました。
プあたり600円になります。
是非、なるべく多くの高校生に参加してもらい、学力向
上の一助になれば幸いと思います。
敬具
②平常授業標準コース
記
基本料金25,000円(テキスト代別)
コース名
高校生夜勉クラス
１日３クリップ×週４回→月４８クリップ
対象学年
高校3年生
講義映像月48クリップまで無料。48クリップ以降は1クリッ

に惑 わされ ず、「 大局 観」を 持っ て臨ま なけれ

アットウィルのお知らせ

○○
ばいけま せん。

高校生夜勉クラスのお知らせ

図南鵬翼・切磋琢磨・質実剛健

プあたり300円になります。
日程・時間 下記をご参照ください
10月12日(月)～10月30日(金)
いずれも夜９時半～１０時
内容
センターの過去問を使った解説→事前申請必須
月
水
金
費用

英語
英語
英語

長文4番
長文5番
長文6番

④平常授業ウルトラーコース
基本料金45,000円(テキスト代別)
１日４クリップ×週６回→月９６クリップ
講義映像月96クリップまで無料。96クリップ以降は1クリッ
プあたり300円になります。

無料

高校生夜勉クラス申込書
生徒氏名（
連絡先ＴＥＬ（
申込希望日（
申込日
令和2年
月
日
有限会社ニューズ 白門ゼミナール
山形県天童市東本町1-9-20
TEL 023-654-7666

③平常授業ヘビーコース
基本料金35,000円(テキスト代別)
１日３クリップ×週６回→月７２クリップ
講義映像月72クリップまで無料。72クリップ以降は1クリッ
プあたり300円になります。

）
）
）

補足説明 ＠ｗｉｌｌ「1クリップ」の定義
①映像が1分たつと「チャリーン」と音がする。＝「1ク
リップ」
1分以内なら移動してもカウントされない。
②「中断する」を押して、次のクリップに進み、戻って
いったん中断した映像を見ると全部で3クリップ見たこと
になる。
③「終了する」を押すと、その映像はもう見ることがで
きない。
※申請すればもう一度見ることができるようになるが、
その場合は見ると新たに1クリップとしてカウントされる。
④「中断する」を押して、連続して同じ映像を何回見て
もクリップ数は1クリップとしてしかカントされない。

新規入会キャンペーンについて
県内ではコロナウィルスがようやく鎮静化してきました。そこ
で、新規に生徒を募集するキャンペーンを実施することにいた
しました。内容は以下の通りです。
①無料体験授業を2回受講できます。(但し高校生は1回)
②入会時の諸経費を半額に減額
(令和2年10月末日まで有効)

「たか松」塾生特別メニューに
ついて
「たか松」様の特別の計らいで、「白門ゼミナール塾生特別メ
ニュー」をご用意していただいております。「塾生証」を提示
して「特別メニューでお願いします」と言えば、カツ丼・そば・
うどん等を６００円で出していただけます。（日曜日は休むと
きがあるそうです。）

