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本年も残すところ、あと1カ月となりました。今シーズンの受験生の皆さん、決して

不安にならず、日々の塾内での授業をしっかりと復習しましょう。弱点箇所や苦手

課題は、つのだ先生に聞いてしっかり確認しておきましょう。基本が大切です。 

▶2017年→2018年へ・・・11-12月・本年度中学受験、高校受験、医学系

大学受験希望校合格を目指して…冬期講習只今、受付中…新学期、新入生同

時受付中。:冬期講習、入試直前講習は、平日：F フレックスコース個別指導の授

業時間帯は 13：00～22：00 まで。土曜日：P プライベートパーソナルレギュラ

ーコース個人指導は10：00～20：00の指定時間（2時間指定）。平日冬期

講習パーソナルコースも増設。冬期講習、入試直前講習、その他進学相談も個別に

対応します。学習・進学および受験に関する相談やお悩み事があれば、お気軽にご相

談ください。詳細は直接、SOS つのだ受験スクール角田（つのだ）まで、お問い合わ

せください。 



在籍生の皆さん、いよいよ 2018 年度の受験シーズンの到来です。以来初

の期末テスト中でフレックスコースも P コースも SOS 受験スクールはフル活動

しております。各教科の試験に出やすいポイントに的を絞って無駄のない指

導に徹します。計画的な試験直前対策は、先生に任せましょう。本校独自

の特別学習ツールを使って無駄を省き、ロスをなくして短時間に一気に成績

を上げる秘密の勉強法をしっかり 1 人 1 人に個別に教えるので安心して下

さい。・・・つのだより・・・・・・・・笑(^o^)／ 

▶2017.11.23→★★祝日でも平日フレックスとして授業を行います。15：

00から 22：00 をご利用ください。。 
▶2017.11.15→★★長久手北中学校・男子 3年生の AT さん。入塾あり

がとうございます。 
▶2017.11.10→★★長久手北中学校・男子 3年生の HH さん。入塾あり

がとうございます。 
▶2017.11.01→★★私立南山中学・男子部 3年生の TR さん。入塾あり

がとうございます。 
▶2017.08.01→★★県立長久手高校・女子 1年生の HM さん。入塾あり

がとうございます。 
▶2017.04.25→★★長久手東小学・女子 6年生のＡM さん。入塾ありが

とうございます。 

▶2017.05.15→★★私立滝中学・女子 3年生のＡＮさん。入塾ありがと

うございます。 
▶2017.04.25→★★長久手中学・男子 3

年生のＡＫさん。入塾ありがとうございます。 

LINE クリエイターズに角田先生が描いたオ
リジナルキャラクタ－の「つのだるま」スタンプが只
今、LINE 世界マーケットにて販売中です。＠
ｗorld wide market です。気にいったスタン
プがあれば、買って下さいね（（笑））。ちな
みに、教育アドバイザー「つのだるま教授」も登
場します。 



▶2016.11.30→★★私立南山高校・女子部 3年生の MH さん。防衛医

科大学校・医学部★名古屋市立大学医学部★★首席合格おめでとうございます。 

 

 

◆MH さんは学校内では常に（220 人中の）学年
順位３位～10 位のトップクラスにランキングしていて、
大手 K 塾の模試でも英数国ほぼ偏差値 70 以上
（2016 年 10/23 実施公開模擬試験）の得点力
を持つ実力者で好成績を維持しています。中学受験
時代からの指導者として私、角田（つのだ）の誇りで
す…この後の医学部受験筆記、面接シミュレーション対策、

志願理由願書論文原稿の書き方の記述指導もしていきます。MH さんの医学部第

一志望合格を目指して頑張って入試を楽しんでいきましょう(^.^)。将来の女性研究

医師を目指して…受験プロの神技指導で強力にアシスト、親身指導していきます、期

待して下さい（笑）つのだ ・。 
▶2017.05.08→★★春期講習ＧＷ最終日 

→★★私立AS中学校3年生のNAさんは、我
が塾の一期生ですが、11/28 の学校の担任の先生と
お母様との二者面談で、「NA さんは常にクラストップ（第 1位）
の高成績を維持していますよ」…とのお褒めの言葉を頂いたそうで
す…これも 、  つのだ（笑）(^.^)の誇りです。 
▶2016.11.1→★★やったあ、ついにやってくれました。
私立 A 中学校 3 年生の NA さん。校内学年受験者
267 名中（クラス 38 名中第 1 位）校内順位が、な、な、なんと
さらに自己ベスト更新の過去最高の総合順位成績優秀者上位
グループ校内順位★第 12位★にランキング ・・・ありえないっ!!! 
すばらしいっ!!! ついに念願がかなったあああああああ～奇蹟だぁあ
あ～（笑）(^o^)／。 

 
★★中学受験算数の新メソッド｢かけざん 30×30

～99×99 への暗算法｣を開発!!ダイレクト・フォワード
デジブロック暗算法ってすごい・・・!!!!!!! 
▶2016.10.1→★★中学受験算数の新メソッド｢か
けざん 30×30～99×99 への暗算法｣を開発!!・・・医学系大学
受験でもきっと使える魔法の暗算法。2ケタ×2ケタならあっという間
に答えが出せる新解法を発見。名付けて｢ダイレクト・フォワードデジ



ブロック暗算法（仮称）名前は長いけど、
解答時間はちょお～短いよ｣。 
▶これを使えば、丸暗記しなくても 2 ケタ
×2 ケタのかけざんなら、学年に関係なく
あっという間に答えが出ます。おまけにもし
計算間違いをしても消しゴムは一切使わ
ず、桁数の多い複雑な加減乗除も（和差積商が即出せる）へっ
ちゃらだよん・・・笑。もちろんそろばんができなくても大丈夫・・・これ
までの筆算が嫌いな人なら大歓迎・・・。きらいな算数もきっと大好
きになることまちがいありません（（笑）つのだの確信）…。すでに
内部塾生の私立中学 3 年生 AN さんからも大絶賛・・・｢これは、
すごいっ 現在籍生の小学生のみなさんにも今後、学校では絶対
に教えてもらえない【ダイレクト暗算解法メソッド】をうらやましい限り
と大絶賛でした。｣入会あり今後は低学年高学年問わず、このメソ
ッドを導入していきますね、期待して下さい。きっと、算数ぎらいも計
算ぎらいも、そして計算遅い子も、そろばん知らずも、みんなかんた
んにあっという間に正解が出せる秘密の暗算法だよ。たし算、ひき
算はもちろん九九かけざんを一気に飛びこして 99×99（2 ケタの
暗算）までもかんたんに覚えられるよ。ためしに、小学校 2 年生の
TS くんに協力してもらい、1 回教えてすぐに時間をはかりました。結
果、10 問 2 ケタ暗算の問題を 1 分 08 秒で 9 問正解を出してく
れました。すばらしいですよね!?・・・笑 
 
▶2016.9.27
→★★Ｐコース
HC：国公立医
学系大学受験
進学〔HC〕コース
本校中学受験
科卒生南山女
子高校3年ＭＨ
さん、入会ありが
とうございます。
先生とまた大学
受験最難関校



医学大学受験合格突破を目指してがんばりましょう・・・。まずは、
面接論文の作成からですね？ 
▶2016.9.4→★★F コース HC：フレックス進学〔HC〕コース長
久手南小学校小 5、TS くん入会ありがとうございます。夏期講習
からマルいち算特殊算術の秘密解法をしっかり学んでいただきまし
たね。▶▶▶学校では教えてもらえない最高難度の問題解法
（超ハイレベル）を使った受験攻略法は、すこしずつでも、かなり
理解できてきたように見受けられますね・・・笑。むずかしくて、むずか
しくて、高学年でもちょっとやそっとでは、簡単には解けない難問題
ばかりあっても、すぐに解ける秘密の自然解法（SOS メソッド）を
どんどん教えていきますから、この算数解法に慣れれば、さっと簡単
に解けるようになると思います。みんながびっくりするくらい早く楽しく
楽に解けるようになりますので、9 学新学期からもたのしく、先生と
一緒に勉強しましょう。よろしくお願いします。・・・つのだ 

 
▶2016.9. 1→★★新学期開始：平日フレックスコースは平常
時間帯〔15：00-22：00〕に戻ります。 
 
▶2016.8.22→★★夏休みもいよいよ後半
戦…休み明け９月からの実力試験はみんな、
大丈夫かなあぁ～。 

 
▶2016.7.22→★★ポケモン GO が日本に

上陸。でも、みなさん、モンスターゲットに夢中にな
って、歩きスマホでぶつかりあうのは避けようね。や
り過ぎには注意しましょう…変な場所や危険な地
域にも足を踏み入れな
いように…塾では生徒
と一緒に理科の電気と

乾電池の研究にいそしむ私、つのだでした
…笑(^.^)。 

▶2016.7.21→★★やったああ、つ
いにやってくれました。私立 A 中学校 3 年生の NA さん。校内学



年受験者 274 名中（クラス 38 名中第 1 位）校内順位が、な、
な、なんと過去最高の総合順位成績優秀者上位グループ第 13
位にランキング ・・・ありえないっ!!! すばらしいっ!!! 

AN さんは本塾に入塾されてちょうど 1 年と 1 カ月。ついに念願の
学年上位グループ（学年順位 30 番内）に入ってきました。国語
と社会と英語 α、英語 β いずれもクラス順位 1 番と飛躍的に成績
が向上。ついにトップに躍り出ました。もちろん苦手だった数学や理
科も上位トップクラスの仲間入り・・・。通知表も主要教科内申
（10 段階評価）も 2 学年 3 学期から５ポイントもアップ。国語の
10 ランクを筆頭に主要教科は軒並み、すべて8 ランク以上。しかも
今回の中間テストは国語、社会、英語α、英語 βすべてクラス順位
★第 1 位★に輝きました。すごいっ!!快挙です!・・・お母様からも、
感謝されてわざわざお礼のお電話を頂きました。ありがとうございまし
た。つぎはいよいよベストテン入りですかね? 
 

▶2016.7.20→★★。国立 A 小学校
6 年生の SM さん。夏期講習受講ありがと
うございました。遠方ながらも毎日の通塾有
難うございます。かき氷がとってもおいしくて、
病みつきになったみたいですね?かき氷を食
べて、暑さを乗り切りましょう…SOS 塾の夏
期講習は算数を中心に進めていきます。
SOS 式算数メソッドはすごいでしょっ!!。「無
料体験ではビックリしました。どんな難しい問
題でも、正確にあっという間に正しい答えが
出せる秘密の解答法があるって聞きましたが、講習を受けてまだきょ
うで２日めですが、この塾の先生の解答法は見たことがありません。
すごいなあって思いました」とのこと・・・「マルイチ算線分図解法って、
ホントにすごいっ（笑）。もう自信がついてきました。本当でした。び
っくりです。遠いけど、夏期講習は毎日通うつもりです。よろしくお願
いします・・・。」 

▶2016.7.10→★★。高卒生の SS さん、大学受験英語の
完全長文読解短期攻略法に賛同いただき体験学習後に入会下



さって誠にありがとうございました。また、N 北中学 3 年生の ST くん、
塩水算と連立方程式の列車通過算線分図特殊算術法が簡単
に理解できたようでしたね。氷でも食べながら受験に向かってまっしぐ
ら･･･です。大丈夫です・・・。私がしっかりアシストしますから。遠慮
なく私角田に学習や受験進学のことは何でも気軽に相談ください。
ありがとうございました。 
▶夏期講習が始まりました。受験に出る難問題～夏休みは課

題、研究課題、読書感想文の書き方まで教えちゃうよ・・・楽しみ
で~すね!? 

▶2016.6.3→★もうすぐ夏休み・・・。『でもそ
の前に～期末テストが・・・』って。中学受験は夏
休みが勝負!!!だよん。-------P コース（個人指
導）も F コース（個別指導）も、どちらもとても充
実した受験に勝つ攻略法をしっかりと伝授しますね。 

▶2016.5.29→★★私立 E 高等学校 2 年生の EJ くん、今
回の校内中間テスト、（クラス受験者 38 名中）文系進学クラス
で、英語が★★第 1位★★に輝きました。 すごいっ 快挙で
す!!・・・お母様曰く、『同じ模試の 1 年前の結果とは打って変わっ
て・・・総合 

▶2016.5.3→★ビっ、ビっ、ビックリです。本日深夜番組放
送（＠中京TV‘‘1：40放映：アメトーク）にて、『○○○～をし
ない子は東大に合格する』って。-------さて、みなさんは○○○
～には、どんな言葉が入るかわかりますか…!?。 

～正解はなんと、なんと、・・・(^.^)  
以前、私が▶2016.2.16→で、角田の私見として東大のマウス
実験の項にも掲載しましたが、その後述内容通り・・・消しゴムを使
わない子だったのです。消しゴムの使い過ぎ（過多）は受験での
大きな絶好の合格チャンスを逃すといっても過言ではないようですね
（ウルウルうれし涙）。しかも筆箱にボールペン 2 本とシャープ 1 本
だけだそうですよ。消しゴムは持ってないそうです。★塾生のみなさん、
いつも言ってる角田（つのだ）の口癖、わかってくれましたか？消し
ゴムの使い方一つで合否が左右されるって、そんなこと少しも思って
もみなかったでしょ!!・・・でもほんとですよ。・・・とくに RI くん、MJ く



ん、EJ くん・・・気をつけてね、まだまだ消しゴムの使い過ぎって感
じがするよ!!（通塾 Flex/P コース）春期講習はたいへん実力が
グ――――ンと伸びたようで良かったです。わずか6回の講義でも、
受験問題さながらの文章題や難問題がすらすら解けるようになった

でしょ。 
 

▶2016.5.2→★春期講習 GW★南小
学校 2 年生のST くん春期講習GW（通塾
Flex/P コース）なななんと、春期講習の
指導内容はつるかめ算。通常なら小5～6年

内容です。ST くんは、『つるかめ算の応用文章問題もへっちゃら!?
だった。すごい、脱帽!!』・・「わかっちゃったあ～!!笑(^.^)で
すってぇ～ 」・・・小 2 でつるかめ算をマスターしちゃうなんて、すえお
そろしいんだよん～笑。しかも、ST くんは 1 から 1000 まで足すと…
の総和計算もあっという間にこなす神技!!!虫食い算の超難度問
題まですでにさらっと解いてしまった。 

▼2016.5.1→★★★私立 AS 中学校 3 年生の NA さん―
校内実力試験【英数国】―入塾 11 カ月で、ついに過去最高順
位を達成。すごいっ！ 快挙です!!・・・校内順位が全学年受験
者 276 名中、な、な、なんと、成績優秀上位 20 番以内の第16
位にランクイン。しかも校内偏差値 66.1 でした。素晴らし
い!!SOS 塾の 1 期生。中 3 の実力試験（校内受験者 276 名
中）で見事総合第 16 位に輝きました。おめでとう。そして、いよい
よ次は、最上位かな!?・・・先生もすごく楽しみです(笑) 
 
すごいっ!!・・・小 2 とは思えないほどのできばえですよ!!・・・思わず
写真に撮っちゃった!!! 
▼2016.4.16→★★南小学校 2 年生の ST く
んが下書きなしで直接窓に SOS 塾のロゴを 3 つ
も描いてくれました。 
すごいっ!!うまい上手っ!! 思わず、先生も消すの
がもったいなくてここに写真を入れました。ありがとう、
素晴らしいっ!! 



 
▼2016.4.16→★★★私立AS中学校3年生の
NA さんからのクイズ―あの、20 世紀最大の物理化
学者アインシュタインが作った超難問クイズ―を頂き
ました。（うわっ、何これっ??すごい難しいクイズ!!・・・つのだの直
感!?(^.^)Э）・・・アインシュタイン本人が【世界中の２％の人し
か解けない難問クイズ（98％の人が解けない・・・）】と言ったそう
ですが…超難問クイズを頂きました。 

はじめは苦戦しましたが、小 1 の現在籍生に今教えている算数
の魔方陣の考え方がなぜか、すぐに頭に浮かんだので、『早速チャレ
ンジ!!』・・2 時間くらいはかかったのですが、ちょっと工夫を凝らしたら、
あっという間に｢できたあ! できた! できたっ!! ちょう、うれし～
い!!｣・・・つのだ感動の涙!!涙!涙!!だよん!!・・・ 2 時間ちょっとかか
ったのですが、あとで NA さんに答えを確認したら正解だったので、つ
のだはうれしくてうれしくて、興奮して眠れませんでした(^.^)。 

このクイズに挑戦したい人は、ぜひ私まで聞きに来て下さい。良か
ったらこの超難問クイズの解法も教えますよ・・・笑。※今週は、生
徒の皆さんへ、頭を柔らかくするマッチ棒クイズや中学受験算数ゲ
ーム概論解法も教えています。柔軟な思考力は算数の難解解法
に役立ちますよ。ぜひクイズにチャレンジしよう。Let’s challenge 
to the special quiz made up by Albert Einstein・・・ 
 
▼2016.4.15→★★愛知教育大学付属小学校 6 年生の MJ
くん、やってくれました。入会まだ 5 カ月ですが、早くも SOS 塾の指
導効果発揮!!。同時通塾の大手他塾の模試（ハイレベル難関ク
ラス受験者 67 名中）で総合第 2 位、
男女別では見事第 1 位に輝きました。
すごいっ 快挙です!!・・・お母様曰く、
『同じ模試の 1 年前の結果とは打って
変わって・・・総合順位第 2 位（男女
別では第 1 位）でした。信じられませ
んが、1 年前の同じ模試に比べたら、
歴然です。以前の結果は、真ん中より



少し下の順位でしたので、とても上位校の合格は無理だと半ばあき
らめていましたが、…笑。昨年の 10 月頃は算数が 25 点くらいまで
下がったので、・・・そのころは叱ってばかりで、成績は思うように伸び
ずに、本人も相当落ち込んで悩んでいましたが…今回まさかの結
果に驚いています・・・笑。学年も小学 6 年という受験学年になって
内容も難しくなってくるから、当然もっともっと落ちるかもだからと藁を
もすがる思いでこの塾をネットで見つけて・・・。長年の間今回のよう
な結果をもとめて思い続けてきたから喜びも一入です。本当に信じ
られません・・・嬉笑』・・・と、お母様も喜びを隠しきれない表情でし
た。本人（MJ くん）も、『これはすべて先生（つのだ先生）のおか
げだ』と家でおっしゃっていたそうです。それを聞いて私も本当にうれし
く思います（笑）。引き続き二人三脚の気持ちで先生と一緒に頑
張ろうね（笑）。先生と一緒に頑張って受験を楽しむ気持ちで乗
り切りましょう、大丈夫ですよ、つのだがしっかりアシストしますから…
笑。今後は自信を持って、さらに内容を深めていきます。良質の問
題を選んで、無駄のない SOS 式マルいち線分図法で楽々難問に
積極的に挑戦していきましょう。つのだもしっかり親身になって合格
に導きます…期待して下さい。 

▼2016.4.12→★★南小学校 4 年生の ST さん。（通塾
Flex/P コース）春期講習はたいへん実力がグ――――ンと伸び
たようで良かったです。わずか 6 回の講義でも、受
験問題さながらの文章題や難問工夫計算。低学
年とは思えないほどの速い進捗状況にお母様も十
二分に満足。『先生、期待以上の御指導ありがと
うございます、大満足です。春期講習 GW もよろしくお願いします。』
とのこと。たいへん嬉しく思います。マルいち線分図解法がすっかり
定着してきましたね。先生はうれしくて涙が出そう・・笑。 
というのは、まだ学校では習ってもいないのに中学受験レベルの超
難問文章題図形問題も軽くこなして楽しそうに頑張っている ST さ
んの現状況…前とはうって変って、あきらめずにしっかり落ち着いてき
たSTさん。線分図を自分でしっかり組み立ててきちんと描けることが
できるようになってきました。大きな進歩です。ちなみに学校では 6



年になっても『難問があっという間に解けるSOS式の秘密の解法』
は教えてもらえないと思いますよ。この解法をマスターすれば無敵で
すね・・・(^.^)』。いつもここへ迎えに来るとき、お母様が、お子様
に向かって『きょうもまた天才になったかな!!??…笑』と言って下さる
のが私にもいっそう励みになります。学校では教えない SOS独自の
伸縮線分図解法でラクラク乗り切ろうね。 
 
▼2016.4.11  
★左の絵は、南山大学付属小学校 2 年生の RI
くんに、先生（つのだ）が描いた『水族館の絵』誕
生日プレゼントです。どうだったかな!?気に入ってくれ
たかなあ!? 

想像で描いたけど・・・古代魚までいるんだよお～!!色鉛筆が少し
しかなかったから、ちょっぴりカラフルではないかもだけど・・・水の中だ
から・・・ぼやけた感じもいいかも(^.^)!?でしょ!?・・・前にもリニモの
絵を描いてあげたよね!?・・・またいろいろ書いてあげるね!!先生は
絵を描くのが大好き・・・、ピカソも好きだしね…笑。 
 
▼2016.3.28→★★南小学校 1 年生の ST くん。（週 1 回通
塾 Flex コース）魔方陣算を学びましたね。学校では教えてもらえ
ない SOS 独自に開発した秘密の自然解法であっという間に正解
が出せるとわかった ST くん。学校の 3 学期の算数の通知表はもち
ろん十分に理解オンリー最高評価ですね。完全理解した 3×3 マス
魔方陣（1 から 9 までの数をすべて埋めて、縦横斜めの総和が同
じになるようにする特殊算術法・・・）に捉われず、4×4 マス魔方
陣、そして 5×5 マス魔方陣にも只今挑戦中・・・!!!・・瞬時に答え
を出す魔法の SOS メソッド自然解法を瞬時に理解できる ST さん
も小 1 ながらすごいっ!!!・・・素晴らしいのひとことですね!!!
（(笑)）。次の算数特殊算のマスター戦術対策は、｢虫食い算か
な｣・・・虫食い算の新たな自然解法をまた先生が見つけたので、次
回にまた教えますね・・・期待しててねっ・・・ST さん笑。 
 



▼2016.3.27→★★南山大学付属小学校 1 年生の RI くん。
（Flex 全日コース HC 中学受験科）虫食い算を学びました。学
校では教えてもらえない SOS 独自に開発した秘密の自然解法で
あっという間に正解が出せるとわかった今の R くんの目がすがすがしく
なり、自然とやる気を取り戻したみたいでした。たった一つの指導法
や解法がきっかけとなって算数が好きになるって素晴らしいことなん
ですよ（(笑)）。 
 
▼2016.3.23→★★私立 AS中学校 2 年生の NA さん。（P
コース＆Flex 週 2 コース HC 中学科） 
お母様いわく＠SMS メールより「2015 年 5 月入塾生（第一期
生）・・・いつも本当に有難うございます。先生のおかげで色々なリ
ズムを自分で作れるようになっているみたいです。いろいろな事に挑
戦する機会ややりたいことを精一杯頑張るチャンスを与えてくださっ
た先生にとても感謝しております。そして、何よりもなんでも相談でき
る人を見つけたことは娘にとって一番の幸せです。本当に有難うござ
います。今後とも親子共々宜しくお願いします。」とのこと。・・・「こち
らこそ本当に心より感謝致します。進級されても、これからの勉強が
もっと楽しくなりますよ・・・（笑）、きっとね・っ・・NA さん!!!（（笑）
つのだ）。一緒に頑張ろうね・・・」 
 
▼2016.3.22→★★南山大学付属小学 1年の RI くん。
（Flex 全日コース HC 中学受験科） 
お父様いわく「先生、実は、息子は 3 月 1 日からこちらに通塾した
のですが、学校の先生から、それまで算数や国語が毎回の小テスト
でも、このところ、せいぜい 40 点くらいしか取れていなかったのに、急
に 3 月 2 日の学校の授業からまるで別人のようになって成績が向
上したから、何かあったのですか 
・・・」と、学校の担任の先生もビックリされたそうです…笑。 
  私、角田も、Rくんは当塾へ通い始めてまだ1週間と間もないの
に、お父様からお聞きして早速指導の効果が現れたそうで、とてもう
れしく思います。 



  通塾開始後は、算数、国語で連続 4 回 100 点を取ったよと
本人から聞いてはいましたが、何が起きたか、とにかく奇蹟的で、神
がかり?な学習効果が早くも表面化して、学校の先生をすっかり驚
かせてしまったそうです・・・笑。もちろん、当塾の指導法はシークレッ
トポリシーです。御両親も学校の先生には、その訳をおっしゃらなか
ったそうですが・・・（苦笑）、現実的に4回連続100点の奇蹟が
起きたそうです。 
 ・・・2 月下旬実施の無料体験直後の私の問いかけに、「う
ん、・・・（笑）魔法がかかったかも・・・!?って、幼い R くんが笑ってう
なずいたのを今でも思い出します。体験授業のあと自宅に帰った R
くんは、御両親の前で、「ぼく、もう、これからは他の塾には通えない
よっ!!」っておっしゃったそうです。 
 
「すごいっ、すごすぎる!!・・・まだ小 1 の子供なのに、…今まで体験
に行った他塾とは全然違って、ようやく本物の塾を僕は見つけた
よ・・・とおっしゃったそうです・・・（笑）。」これを聞いて、私は大変
嬉しくて涙が出ました・・・もちろん超うれし涙ですけどね。・・・ 
本当に何よりお気に入りの塾をようやく見つけたと、心弾ませて岐阜
県の遠方からも毎日の通塾も 1 人で通う小 1 の男の子。私の方が
頭が下がりますよ・・・ほんとに。（つのだ） 
これからもずっと更によい魔法をかけ続けますからね。楽しみにしてい
てくださいね。先生と一緒に二人三脚の精神で学習に励んでいきま
しょう。先生の方からもよろしくお願いしますという感謝の気持ちでい
っぱいですよ。超難しい問題も簡単に解ける魔法のテクニックでこれ
からも楽しく勉強しましょう。 
 
▼2016.3. 8→★★南山大学付属小学校 1 年生の RI くん。
す、すごい・・・・ 
通塾間もないのに、全日フレックスコースで、入塾以来１週間、学
校の毎週の算数国語テストで３回（週）連続 100 点を取り続
けています。・・・快挙です!!!。 



 
▼2016.3. 3→★★塾生中2女子，中1女子２人とも英検2
級と準 2 級いずれも見事一発合格!!! おめでとう・・・・ 
 
▼2016.3. 1→★★南山大学付属小学校 1 年生の RI さん。
★入学後初のフレックス授業スタートです。中学受験HCコースフレ
ックスはいかがでしたか？→授業後、私,つのだがお母様にお聞きし
ました。｢ビックリです。今日のきょうまで学校の算数がわからなく
て・・・、でもきょう一回で時計算も、定規を使った対称図形の描き
方も難なくすんなりと理解して・・・ビックリです!!｣とのこと。「図形が
弱いなんて悩みも、初回の授業で吹っ飛んでしまいました
（(笑)）・・・。さらに複雑な線対称図形も、まるで魔法がかかった
かのように、すらすらとあっという間にできてしまったので、明後日の学
校のテストに備えて国語の作文指導まで合わせてご指導さし上げ
ました。｢よかったね・・・。｣・・・｢うん、(笑)、明日からも毎日フレック
スに来るよ！((^.^))｣・・・｢えっ!?・・・岐阜県から毎日…??まだ
小学 1 年生なのに・・・?毎日通うって、神ってるよ～す、すっごい～
驚＆嬉笑!!｣・・・私も思わず・・・涙でした!!｢先生も期待にそうよう
がんばっておしえるねっ｣って・・・いいました。 
 
▼2016.2.16→★マウス実験で
最初に失敗したほうが、後で良い
結果が出て成功すると、東京大学
研究所が発表した。この日の日テ
レ系 CTV テレビニュースをこちらに
記載させて頂きました。 

｢★２月1６日23：00放映の
【日テレ系列中京テレビ｢NEWS 
ZERO｣】のニュースから・・・｣ 
 「東京大学のマウス研究所によれ
ば、｢何匹かのネズミに迷路を歩か
せたところ、初めに道に迷ってゴール
にたどり着けずに失敗ばかりしたネズミほど、あとで無事にゴールに正



確にたどり着ける｣という貴重な研究結果が出たそうです。人間もこ
れと同じ傾向が確認できるといいます。 

つまり、ネズミでも人間でも、はじめに失敗を重ねるほど大成功を
おさめる確率が高いというわけですね。・・・（笑）・・・ 

私は、このニュースを聞いたとき、…「やっぱりそうかっ！そうじゃな
いかと思っていた!!!。。。・・・消しゴムを簡単に使うなっ!・・・まちがえ
てもすぐに消すな!・・・まちがえることを恥ずかしく思うなっ!・・・私の
前ではどんどん間違えてください…って！・・・私は生徒にまちがえら
れるほどうれしく思いますよっ!!(^.^)(笑)…▶▶▶  ・・・ 

 
長年の受験指導を通じて教え子にそんなことばかり言い続けてき

た経験上から、なぜか勉強が何も分からない初期状態のこどもや、
勉強嫌いでも私との出会いがきっかけになって幾度となく失敗を重
ねた子どもの方が、受験でも結果的には好成績で合格したり奇蹟
の大逆転を生み出したりしていますね。これは本当に不思議なんで
すが…私の実体験です(笑)。指導者の私も自然に体で感じていた
この教訓がいま立証されたんだって思うとうれしくてうれしくて・・・
（嬉笑(^.^)）」て。・・・（笑） 
▶これまでにたくさんのお子様方に御指導したなかで、答えを間違
えると慌ててすぐに消しゴムでやたらに消すという行為を繰り返すお
子様がたくさん見受けられました。今も見られるこの傾向は、むかし

から変わらず多いのはその子の個性みた
いですかね・・・（(笑)）。「一度書いた
ものは簡単に消さないで下さい」と何度
言っても、元に戻ってしまうようです。▶お
そらく、間違えてはいけないと、練習感覚
と清書(本番)感覚の区別を日ごろから
分離して学習しているせいなのかもわかり

ませんが、学校、塾の先生方、親からも普段から何遍となく間違え
たらいけない、まちがえたら宿題を追加する・・・などと日頃から強
く洗脳されているせいでしょうか・・・(？笑)、そう言われ続けてきてい
るのですかね？？・・・おかあさんや塾の先生やまわりの大人達から



いつも怒られ続けてきたせいなのでしょうか_(._.)_？・・・私にはそう
思えます。 
▶いったん消してしまうと同じ問題をやりなおした時には以前はどこ
をどのように間違えたか確認ができません。あとで見直したいときでも、
前に考えたやり方ではどこで間違えたのか、どこまで正しかったのかな
どの確認もできないし、反省や修復、注意の喚起や認識もできませ
んね。再履修した場合も再確認ができない
ままになるので当然ながら定着力も弱まりま
す。しっかり書き残すことで以後の注意力も
以前より増して自然と定着力も高まります。
結局、検算も見直しも学習の定着力を高
めるものです。とにかく、なにも考えずに｢まち
がえたらすぐに消しゴムで消すのはやめましょう｣…▶初めに誰の力
も借りずに自分 1 人で考えて導きだした答えや導き方など一度書
いたものは、たとえ答えが正しくなくても、あるいは間違った答えを言
ってもすぐにその場で言いなおせばいいから、全然恥ずかしいことで
はないと思って頂きたい。間違えた原因を書き残すことは非常に大
切なことです。とくに初めに直感で書いたものでもそこに大切なヒント
が隠されている場合がほとんどです。だからこそ一度書いたものは消
さないこと、だったら、駄々草な字や 2 度書きや重ね書きを極力避
けて書き直しのないようにゆっくりじっくり考えて丁寧に書き記すことに
留意しようではありませんか（(^.^)）。▶東大のマウス実験にな
ぞらえて言えば、故意ではなく間違いに恐れることなくして問題に取
り組めば、まちがえたら喜んで、最初から幾度となく間違えた分だけ
定着力も強まるんだと、２度と同じ間違いをしなくなるんだと、あとで
成功（受験でいう大逆転奇蹟的合格例など…のことになるか
も・・・）する確率が断然増すんだ、と強く信じて学習に一層励んで
くださいね。・・・つのだからのお願い（(笑)）・・・。▶とにかく、「最
初に間違えた方があとで成功（学習成績向上）につながるという
脳機能、今日から自分自身の脳に思い込ませて活用しよう。 
 
今すぐ実行!!!・・・。すると・・・、不思議と・・・、すぐに効果が出てき
ますよ…これ、ほんとだよ（笑）。 



 
｢消しゴムの 使い過ぎには 注意しょう。」 
｢失敗（ケアレスミス）は 成功のもと 信じよう。」 

 
 
▼2016.2.14→★南山大学付属小学校 1 年生の RI さん。★
体験入学→即入塾ありがとうございます。お母様からの御要望で、
「図形が弱い」とのお悩みのこと。とくに学校での算数の得点力がま
だ入ったばかりなのに、だんだんと下がってきたのが心配になって…と
の学習相談と将来の進級についての進学相談も受けました。 ▶
私、つのだ（角田）がお悩みを解消させるために、その場でアレン
ジして「計算が好きになるちょうどの数の演算処理法と四角形
（図形の変化）のハイラキー、ひと筆書きの書き方で図形を描く
の３つのテーマを同時に御指導さし上げました。 

本塾 SOS 塾のマル秘メソッド小学受験用算数の画期的捷径
演算処理法で体験が終わったら、「わかったかな？・・!!・・・魔法が
かかったみたいだったでしょっ…笑」の私の授業後の問いかけに、RI
さんは迷わず「うん、!!笑」。・・・（笑）…▶体験後、台形や平行
四辺形、ひし形や長方形、正方形まで自分できちんと区別して、
ひと筆で描けるようになりましたね。・・・すごいって!!! 笑…お母様
もビックリで思わず、自分のノートに後ろの席でメモを取って学習
して頂きました。大満足の用で私も大変嬉しく思います。重ねてご
入会ありがとうございます。 

▶３月からフレックス全日の
授業時間自由登校の個別指
導に通塾くださいね。これから
暗算ができるようになって、学
校でもまだ習ってはいない３ケ
タの暗算までも理解できて、ビ
ックリしてにこにこしていましたね
…笑」 

 



▼2016.2.10→★お母様同伴の２時間の体験授業が終わっ
てから、お聞きしましたが、体験授業は 2 時間…持ち物はなんでも
結構です。筆記用具と質問したい教材、プリント、テキストもあれば、
遠慮なくご持参下さい。 

こんな難しい文章題でも、あっという間にこんなに簡単に解けるな
んて、ときっと思われるでしょうね…(^.^)。お待ちしております。・・・
つのだ 
 
▼2016.2.4→★体験入学ありがとうございます。長久手南小学
校 4 年生の CT さんいかがでしたか。本塾 SOS 塾のマル秘メソッド
算数はいかがでしたか。 

こんな難しい文章題でも、あっという間にこんなに簡単に解けるな
んて、と思われたでしょうね…(^.^)。はい、そうなんです。こんなに
難しいと思われてきた文章問題がこんなにいともかんたんに解ける
線文図①算特殊解法があるなんて、と思われましたよね・・・笑。つ
のだ 
▼2016.2.3→★入学試験
対策指導→…★（三重県
の小学 6年生の男子 NA く
ん、SOS 塾の国語本番直前
試験対策指導いかがでした
か・・・笑。他にも算数、理科
の苦手なところを、惜しみなく
いっぱい指導差し上げました。
ちょっと消化不良気味だったかなとも思いましたが、ほとんど難しい面
積区分比分割解法や①算の設定の仕方を直前でもしっかり理解
したみたいで安心しました。遠方はるばる試験対策に来てよく頑張
ってくれましたね。ありがとうございました。中学に進学してもまたわか
らないところがあればいつでも聞きに来て下さいね。笑・・・つのだ 
 



▼2016.2.1→★体験入学ありがとうございます。長久手北中学
校の NK さんいかがでしたか。英語の面接試験対策や数検対策、
漢検指導にも本塾は柔軟に個別指導対応します。もちろん、進級
進学とともに中学応用内容や高校の応用内容にも先取り学習も
K さん、ご父兄様のニーズに合わせて柔軟に高度な難解高等数学
指導も致します。是非入校の件、ご検討ください。・・・つのだ 
▼2016.2.1→…【2016. 2.1…本年2月1日ご父兄との面会
で】「社会の歴史事項や年号、人名、国語の漢字練習や英語、
単語などまた、理科の知識記憶法について、何かいい学習方法は
ありませんか？」…と、塾内生のご父兄からご相談を承りましたので、
今回、ここに少しだけご紹介しまし
た…(^.^)。参考にしてください。
内部生の方は、私角田まで遠慮
なく聞きに来て下さい…具体的に
くわしく教えますから…。 

▶一度に多量の語句を暗記す
るのにもっとかんたんに覚えやすい
勉強方法があったらなあって、お
悩みの方は多いんじゃないでしょうか?？？？漢字や英単語など覚
える教科の勉強方法があれば、・・・▶本塾では、長年の生徒指
導経験に基づくお子様の勉強方法の見直しを個々に重視してきま
した。 
▶もともと算数や理科の思考型の学習方法には、力を注いでおら
れるご父兄や関係者の皆様も多いと思いますが、知識分野や国
語の漢字練習や、文法などの覚える教科の勉強方法などには、こ
れといって上手い勉強方法は昔から「やはり書くしかないと思っては
いませんか。行き着くところ必死に書いて覚えさせるしかないと叱り
飛ばして、お子様に無理な勉強方法を押し付けてはいませんか?
…もしそうなら、返って逆効果で、お子様はますますやる気をなくし
てしまうと思いますがいかがでしょうか。算数の計算にしても苦手だか
ら演算練習の反復練習ばかりでは、お子様もますますやる気がなく
なって返って算数嫌い、漢字嫌い…になってしまいます。・・・こんな
悩みを解消するために、私と現在内部生の AI さんといっしょに考え



てできあがった暗記法を強くお勧めします。国語の知識教科の超短
期暗記攻略法を考案しました。つい最近生まれたばかりの画期的
な暗記法です。特に社会や理科の暗記教科の学習方法はおすす
めです。ここに一例をご紹介いたしましょう。？？？漢字や英単語
など覚える教科の勉強方法があれば、・・・ 
★国語の漢字や暗記事項の覚え方＝『書かずに覚える秘密の漢
字練習法』・・・一瀉千里方式で書かずに覚える方法を推薦
〔SOS 方式〕→…（当塾ではすでに小１から小３年生在籍生、
中学生在籍生・塾内生はほとんどこの方法を利用しています。中
学生の AN さんは以来漢字が常に満点になったそうです。）★社
会の歴史上の漢字練習や暗記の仕方＝「まず、自分でノートを取
ること」→永久保存版を作る→A4 半紙【ファイル】に残しておく。→
ペンで色分けする。→年号や単語暗記帳を短編的に一語ずつ大
量に覚えたいならマーカー下敷きを使って一瀉千里方式で書かず
に覚える方法を推薦〔SOS 方式〕→…★理科の知識は、私は単
に覚える単元とは思えません。天体にしても、動植物や体の仕組み、
化学周期表などはむしろ原理を知ることも知識とみなさないで、理
解と捉えた方が適切な表現かなとも思いますが、単なる棒読みや
暗誦では興味の入り口になる程度では丸暗記もいいかもですが、
それでも語呂暗記法を使うと、面白く楽しく覚えられるから、一度覚
えると二度と忘れなくなるかもだからおすすめです・・・笑。（※ただし
歴史年号順の出来事や豆単のような単語間の意味上相互の関
連性がない単語を覚える方法は受験勉強用暗記にはお勧めでき
ません。 
 
▼2016.1.2→…★（長久手市在住の中学2年生のNAさん、
中学生 P/Fコース…ついに 30番内（280人中）に。がんば
ってまあす。） 
 



私立中学 2年 NAさん、ついに念願の学年順位 30番内に突
入!!・・・面接時の3者面談の約束通り、SOS塾に昨年5月入
会時からまだ半年なのに・・・笑!!!…「やったあああああ～～
あ～」 
★いまは、冬期講習時、冬休み課題と実力試験対策英語数学
理科…の次の実力試験に向けて頑張ってまあ～ああす・・・笑余裕
でえーす。・・・＠ちなみに、NA さんは、大晦日もお正月も通塾頂
きました。…頑張ってまあす。 
 
▼2016.1.3→…★（長久手市在住の社会人受験の SK さん、
大学受験科 Fコース入会あり
がとうございます。） 

S さんは小論文対策受験科の
A 看護専門学校看護学科の小
論文受験対策および面接対策コ
ースの個別指導コースに入会頂き
ありがとうございます…笑。」・・・他
塾では味わえない論文の書き方や
論文作成にあたっての注意点や要領を親身になって個人的な立
場になっての SOS 塾ならではの独自の指導スタイルと論文試験を
突破する秘訣やコツや重要なポイントを、年末からすぐに入会頂い
てご指導アドバイスさせて頂いておりますよね・・・笑。すでに 2 回の
講座ではありますが、コツはつかんで頂いているものと確信しておりま
す。受験本入試が近いからといって焦る必要はありまさせん。まずは、
受験前の自分の考え方や受験に取り組む基本姿勢を社会人とし
てしっかり身につけてください。しっかりアシストします。・・・つのだ。 
 
▶冬期講習 12月 24日～１月７日まで：お正月も指導しま
す。▶申し込み受付中!!!2016年度私立中学受験本入試・高
校受験・センター試験対策・医学系大学入試でお悩みのか
た・・・・無料体験（2時間講義）にお越しください。私つのだの
神技指導できっと何かが変わります…笑。受験入試突破のコツ、



要領を短期間に高得点・（2ヶ月間で90％）をマークする秘訣
を教えます。どうぞお気軽にご予約ください。 


