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■3～5 月 もとい賞～特別に賞をあげたいなと思った人～■ 

●●●くん（中3） →野球で全国大会第３位！小学生の頃から野球をやってきた●●くんですが、中学入学前に 

部活で野球をやるか、強いクラブチームで野球をやるか、少し悩んでいたのを覚えています。 

今思えば当時の選択は間違ってなかったんじゃないかな。勉強も大切ですが、何かに本気で 

打ち込むことはもっと大切な気がします。●●くん、おめでとう！ 

   ●●●くん（小３）、●●●さん（高１） 

→夏の TCC キャンプで最も積極的に働いていたのはこの２人です。周囲の子が遊んでいて 

も、この２人はせっせと掃除をし、荷物を運んでいました。「僕はこんなにやっているよ！」と 

アピールする子は多い(笑)ですが、２人はそんなそぶりは全くなく、もくもくとやっているところ 

が本当に素晴らしかったです。アピールなどしなくても、みんなのためになることをせっせと 

やっていれば、自然と周囲の目にとまりますよね。 

■夏チャレで快挙！４つ合格！チャレンジくじ２１回！ 

●●●さん(５年生)  TCC 検定２つ、算数検定、漢字検定 合格 

今まで３つ合格する子はいましたが、４つ合格は初の快挙です。 

しかも●●さんは、TCC 検定は２つとも満点合格、算数検定は 30 点中29.5 点、漢字検定は 200 点中192 点という、 

いずれもハイスコアでの合格でした。だからチャレンジくじも計２１回という前代未聞の数。 

夏休みはキャンプに行くなど、かなりアクティブに行動していた●●さんですが、勉強するときの集中力は素晴らしい。 

算数の得意な子ですので、現状に満足することなく、これからドンドン上位級にチャレンジして欲しいと思います。 

■数学検定グランプリ金賞受賞！■  

●●●くん(４年生)    

●●●くんが「数学検定グランプリ金賞」を受賞しました。2016 年4 月～2017 年3 月の 1 年間に全国で優秀な成績 

をおさめた合格者の中から選出されたようです。 

●●くんは当時の学年より 3 学年上の級に合格しました。3 学年上の級に合格する子は他の TCC 生にもいますが、 

●●くんがすごいのは合格時の得点です。●●くんは上の級であっても毎回ほぼ満点で合格してきました。 

これはすごい！小１のころから、まさに下記のことができていた子です。 

１．授業をさぼらない  

２．授業以外の時間(家又は自習室)でも TCC の問題を解く  

３．月チャレ(毎月の最低目標)を必ずクリアしようとする  

４．分からないところをちゃんと質問する  

５．間違え直しを後回しにしない 

難しい問題に、へこたれそうになったこともありました。でも、月チャレをクリアできなかったことはたったの１度だけ。 

どんなに難しい問題が含まれていようと、毎月の最低限の目標である「月チャレ」は必ずクリアしようという意識で取り 



組んできました。教室でなかなか解けなかった問題は、次の回に「先生、家でがんばったら解けました！」と笑顔で 

もってきていましたね。今後、どこまで伸びるか楽しみです！ 

■中学生 定期テストで高得点をとることは簡単？難しい？■ 

「小学校のころから勉強してきてホントに良かった～。」 

これは学年トップレベルのある中学生の一言です。 

まさにその通りですね。特に数学などは算数という土台がしっかりしているか否かで数学の出来が大きく変わります。 

小学生の子たち、小学校を卒業するまでに「ぼく（わたし）算数が得意だな」と言えるくらいになろう！ 

 

今年の定期テスト、TCC 生の上位得点は下記の通りです。 

数学 → 100 点、97 点、96 点、94 点、92 点、91 点  

英語 → 99 点、98 点、97 点、97 点、93 点 

 

「え～、こんな高得点とれないよ～」という声が聞こえてきそうですね(笑) 

確かに定期テストで 90 点以上をとるにはある一定のレベルを突破する必要がありますが、みんなが思っているより

難しいことではありません。 

 それは中学校のテストは範囲が決まっていて、大半が教科書、学校ワークなど学校で配布された教材から出題される 

からです。僕がいくつかの中学校のテスト内容を分析したところ、85％前後は教科書、学校ワーク、ノートなど、学校で

使用している教材からそっくりな問題が出題されていました。解答まで全く同じ問題も実は珍しくないのです。 

よって、やるべきことを手を抜かずにやり切れば、高得点をとることもできます。誰でも 80 点は必ずとれます。 

そこから上、85 点、90 点、95 点といくには TCC の月チャレなどで地力をつけておく必要はありますが、決して手が届か

ない点数ではありません。 

■作文コンクールに応募しました！■ 

オプションの国語を受講している子は毎年夏休みに作文コンクールに応募します。今年も 40 名の子が応募しました。 

下書きまで書いたものの、清書が間に合わなかった子も数名いました。残念！ 

文部科学大臣賞その他各賞は 11 月～12 月に発表予定ですが、一足先に TCC 作文賞の発表は下記のとおりです。 

『TCC クラブ最優秀賞』 

●中学生部門 ●●● くん 「たくさんの夢」 

●高学年部門 ●●● くん 「車山登山」 

●低学年部門 ●●● くん 「初めてのグランピング」 

『いい作文だね賞』 

●中学生部門 ●●● さん 「チャレンジ」 

  ●●● くん 「昆虫の中の嫌われもの」 

●高学年部門 ●●● くん 「ハーフ成人式」 

  ●●● くん 「食わずぎらい」 

  ●●● くん 「大好きなツミレちゃん」 

●低学年部門 ●●● さん 「妹の誕生日」 

『もとい特別賞』 

●中学生部門 ●●● くん 「今年の夏休み」 

●高学年部門 ●●● くん 「チームワーク」 

  ●●● さん 「もしわたしが総理大臣だったら」 



■夏チャレンジ 合格者■  

今回初めて TCC 検定の過去問を数回分まとめて渡しました。結果、早い段階から自習室や家でコツコツ解いていた 

子が多かったですが、直前になって慌ててやり始めた子も何人かいました。早い段階からコツコツやっていた子は 

100％、つまり全員合格していましたね。現学年より上位級を受けた子も多く、過去問を解いても最初は半分もとれな 

い子も何人もいました。が、コツコツやっていた子は検定日には合格点９割をとれるくらいに力をつけていましたね。 

今回はいつも以上に不合格だった子の原因が明確だと思います。各自しっかり振り返りをして、冬チャレにつなげて 

欲しいと思います。 

★４つ合格★★ 

  ●●●さん(5 年)  TCC 検定２つ、算数検定、漢字検定 

★３つ合格★★ 

●●●くん(6 年)  TCC 検定、算数検定、漢字検定 

●●●くん(5 年)  TCC 検定２つ、算数検定 

●●●くん(5 年)  TCC 検定、算数検定、漢字検定 

●●●さん(4 年)  TCC 検定２つ、算数検定 

   ●●●くん(4 年)  TCC 検定２つ、漢字検定 

   ●●●くん(3 年)  TCC 検定２つ、漢字検定 

★２つ合格★★ 

   ●●●くん(6 年)  TCC 検定１つ、算数検定 

●●●くん(5 年)  TCC 検定１つ、算数検定  

●●●くん(5 年)  算数検定、漢字検定 

●●●くん(5 年)  TCC 検定１つ、漢字検定    

●●●くん(5 年)  TCC 検定２つ 

●●●くん(5 年)  TCC 検定１つ、漢字検定 

●●●くん(5 年)  TCC 検定１つ、算数検定 

●●●くん(4 年)  算数検定、漢字検定 

●●●くん(4 年)  算数検定、漢字検定 

●●●くん(4 年)  TCC 検定２つ 

●●●くん(4 年)  算数検定、漢字検定 

●●●くん(4 年)  算数検定、漢字検定 

●●●くん(3 年)  算数検定、漢字検定 

●●●くん(3 年)  TCC 検定、算数検定 

●●●さん(3 年)  TCC 検定２つ 

●●●さん(2 年)  TCC 検定、算数検定 

●●●くん(1 年)  TCC 検定、算数検定 

 

【ＴＣＣなんでも検定】    

合格ライン９０点、合格率６５．２％    【トピックス】 

分数  4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん ５年生で合格！ 

分数  4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 

速さ  4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん ５年生で合格！ 

速さ  4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 

百分率  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 

分数  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 

分数  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●さん 満点合格！ 



分数  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 

分数  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 

図形  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

図形  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●さん 満点合格！  

分数  6 級(4 年生修了レベル) 合格 ●●●さん  

四則計算 6 級(4 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 満点合格！ 

図形  6 級(4 年生修了レベル) 合格 ●●●さん  

図形  6 級(4 年生修了レベル) 合格 ●●●さん ２年生で合格！  

図形  6 級(4 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 

図形  6 級(4 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

かけ算  7 級(3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

図形  7 級(3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

たし算ひき算 7 級3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

たし算ひき算 7 級3 年生修了レベル) 合格 ●●●さん  

たし算ひき算 7 級3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 満点合格！ 

単位  7 級(3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん   

単位  7 級(3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん   

時間計算 7 級(3 年生修了レベル) 合格 ●●●さん 満点合格！ 

たし算ひき算 8 級(2 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 1 年生で合格！満点合格！ 

たし算ひき算 8 級(2 年生修了レベル) 合格 ●●●さん  

たし算ひき算 8 級(2 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

時間計算 8 級(2 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

たし算ひき算 9 級(1 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  満点合格！  

 

【算数（数学）検定】  

TCC クラブ生合格率９３．１％    【トピックス】 

数学検定3 級（中学3 年生修了レベル） 合格 ●●●さん  

数学検定3 級（中学3 年生修了レベル） 一次合格 ●●●さん  

算数検定6 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定6 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 5 年生で合格！ 

算数検定6 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 5 年生で合格！ 

算数検定6 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 

算数検定6 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●さん 5 年生で合格！ 

算数検定6 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●くん   

算数検定7 級（小学5 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定7 級（小学5 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定7 級（小学5 年生修了レベル） 合格 ●●●さん 30 点中29.5 点！ 

算数検定7 級（小学5 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定7 級（小学5 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定8 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●さん 30 点中28 点！ 

算数検定8 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定8 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●さん  

算数検定8 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 満点合格！ 

算数検定8 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 3 年生で合格！ 

算数検定8 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定9 級（小学3 年生修了レベル） 合格 ●●●くん   



算数検定9 級（小学3 年生修了レベル） 合格 ●●●さん 2 年生で合格！20 点中18 点！ 

算数検定9 級（小学3 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定9 級（小学3 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定9 級（小学3 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定9 級（小学3 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

算数検定10 級（小学2 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  1 年生で合格！ 

算数検定11 級（小学1 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  年長で合格！ 

 

【漢字検定】  

TCC クラブ生合格率９４．７％    【トピックス】 

漢字検定3 級（中学3 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 中学1 年生で合格！ 

漢字検定5 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

漢字検定6 級（小学5 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 200 点中190 点！ 

漢字検定6 級（小学5 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 

漢字検定6 級（小学5 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 

漢字検定6 級（小学5 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 200 点中192 点！ 

漢字検定7 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●さん 200 点中192 点！ 

漢字検定7 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 3 年生で合格！ 

漢字検定7 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 200 点中195 点！ 

漢字検定7 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

漢字検定7 級（小学4 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

漢字検定8 級（小学3 年生修了レベル） 合格 ●●●くん   

漢字検定8 級（小学3 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

漢字検定9 級（小学2 年生修了レベル） 合格 ●●●くん    

漢字検定9 級（小学2 年生修了レベル） 合格 ●●●くん   

漢字検定9 級（小学2 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 150 点中146 点！  

漢字検定9 級（小学2 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

漢字検定10 級（小学1 年生修了レベル）合格 ●●●くん   

■TCC 夏キャンプ■ 

台風の接近に伴い今年のキャンプは初の日帰りキャンプとなりましたが、小学生、中学生、高校生と 30 名の子供 

達が参加してくれました。電車･バス･徒歩で移動し、1 日あそびまくって帰りましたので、帰りはぐったりの子も多か 

ったですね(笑) 

普段教室ではおとなしい子がキャンプでは誰よりも率先して働いていました。 

友だちが１人もいなかった子が、キャンプ場についたら５分で仲間ができていました。 

教室では元気な子が、水鉄砲バトルになるとずっと隠れていました。 

勉強だと集中力がいまいちの子が、ランプ工作だと２時間以上わき目も振らず作業をしていました。 

教室だとよく注意される子が、キャンプ場だと誰よりも年下の子の面倒をみていました。 

教室では分からない子どもたちの個性ですね。 

それを垣間見ることができるのもキャンプや外遊びのいいところ。 

今後もそういう機会を作っていきたいと思います。 

 

 

 

 



■自習室で勉強しよう！■ 

  家じゃなかなか勉強しない、というお子さんは多いと思います。そんな子は、TCC の自習室で勉強しましょう。 

「毎回TCC の授業後は１時間自習室で勉強して帰る」「授業のない日も自習室にきて 1 時間勉強する」などとお母さ 

ん＆本井と約束してがんばっている子は、やはり伸びていますね。自習室で勉強する時間のない子は家でもいいで 

しょう。サッカーや野球などのスポーツは、自主練でグンっと伸びたりしますよね。勉強だって同じです。 

授業以外でコツコツできると、やはり伸びますね。 

■１１月は個別面談月間(希望者のみ)■ 

なんでも結構ですので、この機会に気軽に教室でお話ししましょう。 

◆子どもの学習状況を聞きたい（「うちの子はちゃんとやっている？」「どこが苦手？」「つまずいていないか？」など） 

◆今後の学習の仕方を聞きたい（「●●が苦手なので自宅でどのような勉強をさせたらいいか？」「計算間違いが多 

いけどどうしたらいいか？」「●●を理解してないようなので強化して欲しい」など） 

◆悩み、気がかりを相談したい（「学校の宿題をなかなかやらずに困っている」「家では全く勉強しないけど大丈夫？」 

「反抗期で言うことを聞かず困っている」「今の成績で先々心配」など） 

◆中学に進学してからの勉強について 

◆中学受験、高校受験の相談                  などなど。 

面談を希望される方は、次の時間帯で予約をお願いします（祝日は除く）。 

メールで希望をいくつか送っていただけるとありがたいです。 

月曜、火曜 １３：００～１５：００、１９：３０以降 

水曜、金曜 １３：００～１５：００、２０：３０以降 

木曜  １３：００～１５：００、１８：３０以降 


