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■10～2 月 もとい賞～特別に賞をあげたいなと思った人～■ 

●●●くん(中1)   →数学と英語の 1 年間の定期テスト 4 回の平均点がいずれも 90 点を超えました。 

特に英語は 97.5 点という高い平均をたたきだしました。普段はスポーツの日が多く、それほど勉 

強時間はとれていないように見えますが、何をがんばってきたのでしょうか？一に学校の授業、 

二に月チャレ、三に定期テスト前でしょうね。「やるべきときに、やるべきことを集中してがんばる」 

これをコツコツやってきた成果でしょう。中2 では問題の難易度もあがり高得点をとるのも難しくな 

るかもしれませんが、やるべきときに集中して勉強することで、好きなスポーツや遊びも今以上に 

楽しめるといいですね。 

●●●くん（小6） →冬チャレなどの申込を見て、「これ全部合格したらすごいなー」と思うことがあります。 

その子にとってハードル高いかも、という場合です。今回の冬チャレでも何人かそのようなチャレ

ンジャーがいましたが、その中で見事に全て合格したのが●●●くんでした。算数検定、漢字検

定、英語検定とチャレンジしましたので、全て検定日が１月。月チャレをがんばりながら、プラスα

で検定の勉強をこなしていただけでも GOOD ですが、さらに全て合格したのがすごい！ 

迷いなく「もとい賞」を贈りたいと思います！ 

   ●●●くん（小5）   →冬チャレで 4 つ合格を果たしました。実は●●くんは前回、前々回も 4 つ合格にチャレ 

ンジしましたが、ホントにもう１歩(あと 1 問正解していれば・・)のところで涙をのんできました。 

でも、諦めずにチャレンジし続けたところに●●くんのすごさがあります。目標にむかって諦めず 

にチャレンジし、努力し続ける、できそうでできないことです。こういう成功体験は財産になります。 

●●くん、また１歩成長したな！ 

   ●●●くん（小5）   →この 1 年間でもっとも伸びた子の 1 人です。1 年前には 5 年生の内容をやっていました。 

他の子と比べても「ちょっと進んでいる」という感じでしたが、夏ごろに「先生、月チャレの新記録 

をだしたい！」と宣言してからがすごかったですね。毎日のように自習室で問題を解きまくり、あっ 

という間に 5 年生、6 年生の内容をマスター。今では数学＆難易度の高い天才の算数をやって 

います。子どもはスイッチが入るとすごいパワーを発揮します。特に男の子はすごいかも(笑) 

●●くんは、特に ON と OFF の切り替えが抜群です。OFF のときは自習室でダラダラ本を読んで 

いますが、一旦ON になると一心不乱に問題を解きまくります。個人的にこういう切り替えは大好 

きです(笑)最近は問題の難易度が高く思うように進まないときもありますが、彼ならまた乗り越え 

てバリバリ解き始める気がします。 

   ●●●さん(小2)   →冬チャレでは小5 の内容の TCC 検定に満点合格、数検では小4 レベルに高得点合格 

を果たしました。●●さんは実によく考えて勉強しています。普段から高学年の内容を勉強してい 

ますので、月チャレは未知の内容ばかりですが、教わるとその問題をできるだけその授業の中、 

あるいは自習室で解きます。せっかく教わっても難しいと後回しにして結局もう一度教わらないと 

解けない、という子もいますが、●●さんは後回しにしません。手がけた問題は後回しにせず 

に１つ１つクリアしていく、そんな基本的なことをコツコツやり続けているところに今の●●さんの 

成長があります。このままいけば 3 年生の前半で 6 年生までの内容をマスターするでしょう。 

引き続きがんばれ！ 



   ●●●くん(小1) →「冬チャレ 3 つ合格！」だけでも十分すごいですが、なんと全て満点合格でした！ 

しかも TCC 検定の 2 つは 2 年生レベル。でも●●●くんなら達成しそうな気はしていました。 

とにかくよく勉強します。授業中はもちろんのこと、授業以外でも自習室に来たりしてよくがんばり 

ます。自習室で勉強していると集中が切れやすい子もいますが、●●●くんはそれもない。 

間違いなく今後もグングン成長していくでしょう。 

 

■冬チャレンジ 合格者■  

★４つ合格★★ 

●●●くん(5 年)  TCC 検定３つ、漢字検定 

   ●●●くん（年長）  TCC 検定３つ、漢字検定 

★３つ合格★★ 

●●●さん(4 年)  TCC 検定３つ 

●●●くん(1 年)  TCC 検定２つ、漢字検定 

●●●さん(年長)  ＴＣＣ検定２つ、算数検定 

●●●さん(2 年)  ＴＣＣ検定１つ、算数検定、漢字検定 

●●●くん(5 年)  ＴＣＣ検定２つ、算数検定 

●●●くん(6 年)  算数検定、漢字検定、英語検定 

●●●くん(6 年)  TCC 検定３つ 

●●●くん(6 年)  TCC 検定２つ、英語検定 

★２つ合格★★ 

    ●●●くん(5 年)  ＴＣＣ検定、英語検定 

●●●さん(2 年)  TCC 検定１つ、算数検定 

●●●さん(年長)  ＴＣＣ検定２つ 

●●●くん(5 年)  TCC 検定１つ、漢字検定 

●●●さん(中 1)  数学検定、英語検定 

●●●さん(中 2)  数学検定、英語検定 

●●●くん(6 年)  算数検定、漢字検定 

●●●くん(5 年)  算数検定、漢字検定 

    ●●●くん(3 年)  TCC 検定１つ、算数検定 

●●●くん(3 年)  ＴＣＣ検定２つ 

●●●くん(5 年)  ＴＣＣ検定、英語検定 

●●●くん(4 年)  ＴＣＣ検定２つ 

●●●くん(1 年)  算数検定、漢字検定 

 

【ＴＣＣなんでも検定】    

合格ライン９０点、合格率７３．３％    【トピックス】 

分数  4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 満点合格！ 

速さ  4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん ５年生で合格！満点合格！ 

速さ  4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 満点合格！ 

比例反比例 4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん ５年生で合格！満点合格！ 

比例反比例 4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 100 点中95 点！ 

場合の数 4 級(6 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

場合の数 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 100 点中95 点！ 

百分率  5 級(5 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  

百分率  5 級(5 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 ●●●さん  

百分率  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

小数  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●さん 2 年生で合格！満点合格！ 

分数  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 

単位  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 満点合格！ 

単位  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 4 年生で合格！100 点中95 点！ 

数  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 満点合格！ 

図形  5 級(5 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

四則計算 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 ●●●さん 100 点中95 点！ 

四則計算 6 級(4 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

数  6 級(4 年生修了レベル) 合格 ●●●さん 100 点中95 点！ 

小数  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 ●●●くん  

図形  6 級(4 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 100 点中95 点！  

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 100 点中95 点！ 

かけ算  7 級(3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 満点合格！ 

図形  7 級(3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 満点合格！ 

図形  7 級(3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 満点合格！ 

図形  7 級(3 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  

かけ算  8 級(2 年生修了レベル) 合格 ●●●くん 1 年生で合格！満点合格！ 

単位  8 級(2 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  1 年生で合格！満点合格！ 

単位  8 級(2 年生修了レベル) 合格 ●●●さん   

単位  8 級(2 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  満点合格！ 

たし算ひき算 9 級(1 年生修了レベル) 合格 ●●●さん  年長で合格！100 点中95 点！  

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

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

時間計算 9 級(1 年生修了レベル) 合格 ●●●さん  年長で合格！満点合格！ 

時間計算 9 級(1 年生修了レベル) 合格 ●●●さん  年長で合格！100 点中95 点！ 

時間計算 9 級(1 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  年長で合格！100 点中95 点！ 

数  9 級(1 年生修了レベル) 合格 ●●●くん  年長で合格！ 

 

【算数（数学）検定】  

TCC クラブ生合格率９６．２％    【トピックス】 

数学検定3 級（中学3 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

数学検定4 級（中学2 年生修了レベル） 一次合格 ●●●くん  

数学検定4 級（中学2 年生修了レベル） 合格 ●●●さん  

数学検定5 級（中学1 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  

数学検定5 級（中学1 年生修了レベル） 合格 ●●●さん 30 点中27 点！ 

算数検定6 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 30 点中27 点！ 

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！30 点中29 点！ 

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  

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 2 年生で合格！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 ●●●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 ●●●さん  

算数検定10 級（小学2 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 20 点中18 点！ 

算数検定11 級（小学1 年生修了レベル） 合格 ●●●さん  年長で合格！20 点中19 点！ 

算数検定11 級（小学1 年生修了レベル） 合格 ●●●くん  20 点中18 点！ 

 

【漢字検定】  

TCC クラブ生合格率７１．４％    【トピックス】 

漢字検定5 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●くん   

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

漢字検定5 級（小学6 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 3 年生で合格！ 

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191 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 ●●●さん 満点合格！ 

漢字検定9 級（小学2 年生修了レベル） 合格 ●●●くん 150 点中149 点！   

漢字検定10 級（小学1 年生修了レベル）合格 ●●●くん   満点合格！   

漢字検定10 級（小学1 年生修了レベル）合格 ●●●さん 満点合格！ 

漢字検定10 級（小学1 年生修了レベル）合格 ●●●くん 年長で合格！満点合格！  

漢字検定10 級（小学1 年生修了レベル）合格 ●●●くん  

 

【英語検定】  

TCC クラブ生合格率７１．４％    【トピックス】 

英語検定3 級（中学中級レベル） 合格  ●●●さん   

英語検定4 級（中学中級レベル） 合格  ●●●くん   

英語検定4 級（中学中級レベル） 合格  ●●●さん 

英語検定4 級（中学中級レベル） 合格  ●●●くん 中1 で合格！ 

英語検定5 級（中学初級レベル） 合格  ●●●くん 5 年生で合格！ 

英語検定5 級（中学初級レベル） 合格  ●●●くん  

英語検定5 級（中学初級レベル） 合格  ●●●さん  

英語検定5 級（中学初級レベル） 合格  ●●●くん 6 年生で合格！  

英語検定5 級（中学初級レベル） 合格  ●●●くん 5 年生で合格！ 

英語検定5 級（中学初級レベル） 合格  ●●●くん 6 年生で合格！ 

 

 



■第 3 回ＴＣＣオセロ大会■ 

  第3 回オセロ大会を開催しました。年長から 6 年生まで参加してくれました。予選リーグ～順位リーグをへて順位が 

確定しました。上位10 人は下記のとおりです。3 位年長というのがすごいですが、もちろんハンデありですし、対戦 

相手の子が「この斜めもひっくりかえるよ」なんて教えてくれていました(笑)みんなホントにやさしいですね。 

優勝：●●●くん(小6) 

準優勝：●●●くん(小5)  

第3 位：●●●くん(年長) 

第4 位：●●●くん(小4) 

第5 位：●●●くん(小6) 

第6 位：●●●さん(小2) 

第7 位：●●●くん(小5) 

第8 位：●●●さん(小2) 

■「TCC 本読みマラソン」はじめます■ 

  親御さんからいただくご相談トップ３に「どうしたら子どもが本を読むようになりますか？」というものがあります。 

  算数、作文、漢字、英語、どれも大切な勉強ですが、同じくらい「本読み」も大切だと思っています。 

  自分の人生を豊かにする、という意味では「本読みが一番！」という方もいるくらいです。 

  本を読むことで「知る、出会う、感じる、考える、想像する、気づく」など様々な刺激があります。 

  本井としても、できれば TCC の子どもたちには「本を読む楽しさを知って大人になって欲しい」と思います。 

  そこで「TCC 本読みマラソン」を企画しましたので、4 月からやってみます。 

  これをきっかけとして、本を手にする機会が増え、本を読む楽しさを知ってくれれば嬉しいです。 

  詳細は改めてご連絡しますので、お楽しみに！ 

■TCC スポーツ大会■ 

  2017 年秋も開催しました TCC 恒例のスポーツ大会！ドッジボール、おにごっこ、サッカー、ＴＣＣリレーと 4 時間運 

動してきました。今年はお父さん方にも参加していただき、例年以上に盛り上がりました。年長や低学年の子たちも、

上級生に負けじとがんばっていましたし、上級生は楽しみながらも年下の子を気遣ってプレーしてくれました。 

勝負にこだわるのもいいですが、みんなで楽しく！というのもスポーツの良さですね。 

個人的にスポーツは大好きですので、みんなが参加してくれるなら、年に２～３回やりたいくらいです(笑) 

■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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



■3 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 


