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暑かった今年の夏！夏期講習！！  

８月８日に「中１数学特訓」、８月９日に「中２数学特訓」が 

開催されました。暑さの中、がんばってくれた生徒の感想をご紹介

します。（紙面の都合上、一部省略しています。） 
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＜中１＞ 
「たくさん勉強した数学特訓！」 

 私は、数学特訓の朝１０時から夜の６時半まで全部出た。最初は

長くていやで早く帰りたいと思っていたけれど、時間はとても早く

気づいた頃には６時だった。私がこの数学特訓に来て良かったなと

思う理由は２つあって、１つ目は友だちといられたこと。友だちと

たくさん話したり、一緒にお昼ごはんを食べたり、おやつを食べな

がらトランプで遊んだりしてとても楽しかったし、友だちとの「友

情」「絆」も深まったと思うのでとても良かった。そして２つ目は

勉強してたくさんの事を学べたこと。最初の方は簡単でスムーズに

進んでいたが、途中から難しい問題に苦戦し止まってしまった。で

も先生に質問すると、とてもわかりやすく教えてくれて、またどん

どん進んだ。それに内容がよくわかったので数学がおもしろいと感

じた。最初は行きたくない…いやだ…という気持ちがあるかもしれ

ないけど、実際に行くとたくさんの事を学べるし、楽しいこともあ

るので行ってみるといいと思う。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「がんばった数学特訓」 

 最初来た時は、嫌だなぁ、めんどくさいなぁっと思っていたけど、

やっていくうちに分からなかったことも分かるようになって最後

の方は楽しくなってた。あと休けい時間で友だちとやったＵＮＯも

楽しかったし、夢中になりすぎて４時間が１時間ぐらいに感じた。

もし、次また数学特訓があるなら今回は２時からしかいけなかった

から、次は最初から最後までいたいって思う。たったの４時間だけ

だけど本当に楽しかった！小学生の人も絶対に行ったほうがいい

よ！ 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「楽しくないけどためになる」 

 私は小３から塾に通っていて、「～特訓」という言葉でうれしい

なーと思ったことは１回もない。始まっても全然やる気にはならな

いし、はっきりいって帰りたいなーと毎回思う。でも、課題に取り

組んで１個１個進めていくうちに、「あと１個あっていれば…。」な

どの悔しい気持ちもある。そして自分のできるところや、得意なと

ころ、反対にできないところや、苦手なところなどが見つかって、

いやなところだけでなく「あっ自分のためになっているんだ。」と

感心して少しうれしくなる。さらに、勉強する時間も多いけど友だ

ちとゲームしたり、お菓子を食べたりする時間もあるので、その面

はすごくいい。個人的に楽しくはないけど、必ず何かしらの力はつ

くと思うので「行かない」よりは「行く」の方がいいと思った。 

＜後輩へ＞ 「１日がんばれば何らかの力はつくからがんばってね

ー。お昼ご飯は食べた方がいいよー」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「初めての数学特訓」 

 初めての数学特訓だったので、少し楽しみな反面、嫌だなと思う

こともあった。いざやってみると最初はどんどん進んでいったけれ

ど、後になってくると、お腹は空くし、あきるし、やっぱり嫌だな

と思った。お昼休けいの時は普段話さない友だちとも話すことがで

きたり、休み時間の時はジェンガをやったり、トランプをやったり、

アイスやチョコを食べたりしてすごく楽しかった。最後の勉強タイ

ムはもうあきていたのできつかったけれど、少しお話ししながら何

とか乗りきれた。次、やる時はもっと静かに、あきないようにやり

たい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓」 

 今回の数学特訓は、わからない問題があるとイライラしてもっと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3 
進まなくなった。次からはゆっくり自分のペースで進めようと思っ

た。おたのしみの時間の独りドミノチャレンジをみんなで応援する

ことがおもしろかった。夏休みは授業が多く覚えることも多いから

（特に数学）、復習をしっかりやって身につけていこう思う。夏休

み中、勉強も遊びも充実させられるようにがんばろう。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「疲れた数学特訓」 

 今日の数学特訓は今までよりもすらすら進められたので良かっ

た。でも最後までいかないで終わってしまったので悔しかった。ぼ

くがドミノをしていたら何回もくずれてしまって悲しかったけど、

長く続いたところで先生が倒してしまったのでむかついた。つらい

数特だったけど、苦手な文字式や方程式なども復習できたので意味

があるのかなと思った。これからもこのようなイベントがあると思

うから、弱音をはかずにがんばりたい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「すっかり夕方」 

 天気の良いこの日に数学特訓は幕を開けた。朝行ってみたらあま

りにも人が少なくて、どうなるんだろうと思った。だが少しずつ増

えていき１０人くらいになった。数学は苦手だがラピスに来てしま

ったら問題を解くしかない（笑）。お昼は違う中学の友だちとも食

べれるので楽しみにしていた。お楽しみタイム？では、トランプで

遊んだ。そして予想外のアイスが出てきた。きっと暑い日だから先

生たちが出してくれたんですね。感謝！お楽しみタイム？の時、息

抜きして、もうひと頑張りできた。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「頑張った数学特訓」 

 今回の数学特訓はとても疲れた。ミラクルロードの問題数が多か

ったし難しかったので、私は１ページを平均３回くらい繰り返し

た。でもそこで繰り返した分は絶対に忘れていないと思うから、最

後まで頑張って良かった。トランプをやった時はみんなで盛り上が

って楽しかったし、アイスも食べられてうれしかった。私はミラク

ルロードですごく時間がかかって課題が終わっていないけれど、残

りの分も頑張って完璧にして帰りたい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「あっという間に終わった数学特訓」 

 今日の数学特訓で自分が学んだなと思ったことは、今までわから

なかった問題を先生に質問できて、解けるようになったこと！今日

一番楽しかったことはお楽しみタイム。長い間勉強して疲れたけど

みんなとゲームをしたりアイスやお菓子を食べたりできたから、疲

れも一気にとれて、その後の勉強も集中して取り組むことができ

た。朝から勉強していたけど楽しかった。 

＜後輩へ＞    「数学特訓、長い間勉強するけど、けっこう楽しい

よ～！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

4 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「ジュースでなかった。」 

 今日の数学特訓は朝の１０時からで、キツイけどちょいちょい休

けいがあって良かった。けれど、お昼ご飯のはじまりがおそくてお

腹が空いてしまった。そして、お楽しみタイムがあり、１組２組合

同でトランプをした。アイスとお菓子は出たけどジュースが出なか

った。中には１人集中してドミノをやっていたので、ドミノのじゃ

まをして遊んでいた。先生が写真をとりに来てうるさかった。 

＜後輩へ＞ 「寝てる人がゼロで驚いた。次に中１になる子も来たく

ないと思うけど、意外とおもしろいしおいしいお菓子も出るし、来

て自分に損はないから、絶対に来た方がいいと思います!!」 

 

 

＜中２＞ 
「一歩成長」 

 私は、今日数学特訓をやってとても疲れました。なぜなら、私は

数学が苦手だからです。特に関数。今日は関数の問題があって、と

ても苦戦しました。「あーやだな。」「ねむいな。」と何回思ったでし

ょう。でも、苦手な関数から逃げず、見事にすべての課題を終わら

せることができました。一歩成長したな、と思いました。また、あ

まった時間を有効に使えたので、とても良かったと思いました。こ

れからも、苦手な問題から逃げずに立ち向かっていきたいです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「勉強」 

 今日私はラピスに居ました。ラピスでの４時間ほどの学習は自分

のためになったとはいえ、とても苦痛な時間でした。この時間の中

で私はなるべく多くの問題を解けるように、また正確に解けるよう

に意識して学習しました。この時間の中で分かったこととしては２

つあります。１つは苦しい時間に努力することの大切さ、もう１つ

は休けいの大切さです。長い時間勉強をしているのは苦痛なことだ

と思います。けれどその時間で少しでもがんばることができたら友

だちよりちょっとだけ頭が良くなると思います。適度な休けいを入

れながら少しでも長く勉強できるとよいと思いました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「苦手克服」 

今回の数学特訓では、比例・反比例の応用問題と一次関数の問題

を解きました。この二つは特に、私の数学の苦手分野です。でも、

今日の数学特訓を通して、少しでも得意になれたと思います。なぜ

なら、たくさんの比例と反比例と一次関数の問題を解けたからで

す。間違ってしまった問題も、解き直しをすることで理解を深めら

れました。長い時間苦手なことをしてとても疲れたけど、途中で休

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

5 
けいの時間もあったので息抜きもできてよかったです。今日の数学

特訓は、とてもいい時間になったと思いました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「達成感半端ないって！」 

 自分は午前中から特訓に参加した。最初はミラクルロードしかな

いと思い、なめていた。しかし、内容がとても濃く、難しかった。

それでも全力を出し、午後の途中で終わらせることができた。その

後のお楽しみの時間も、たくさん楽しむことができた。時間内に課

題を終わらせた時は、とても嬉しかった。とても疲れたが、楽しい

１日を過ごすことができた。年に１回くらいしかない行事だし、全

力を出すことができた。達成感がハンパない！ 

＜後輩へ＞ 「とても疲れるが、その分だけの達成感が返ってくる。

諦めずに頑張れば、それに相応しいものが返ってくる。これからも

がんばってください。」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓の成果」 

 私は、部活があったので途中から来ました。最初は何をするのか

よく分からなくて進みが遅かったけど何となくやっていました。そ

してお楽しみタイムの時間がきて私は、みんなでＵＮＯで遊びまし

た。そのときにチョコやアイスをもらって食べました。すごくおい

しかったです。お楽しみタイムは３０分ですぐに終わっちゃいまし

た。また、数学特訓が始まって次はさっきよりスムーズに進められ

ました。１ページだけ全問正解があってその時はすごい快感でし

た。あとのやつは分からないところもあったけど、分からないとこ

ろは分かるまでずっと考えてました。答え合わせをしているときに

間違ってたところがあって、そこは解説を見てちゃんと理解するこ

とができました。今日は久しぶりに集中できた気がしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

「数特をやってみて。」 

 今日の数学特訓をやってみて、問題を進めていくにつれ問題の難

易度が上がっていき、かなり疲れました。難易度が上がるつれ間違

いもかなり増えました。でも、間違えた問題を理解したときは、正

解することがおもしろくなっていき、とても楽しかったです。また、

友だちとトランプで遊んでとても楽しく、リフレッシュすることが

できました。次にやるときも今日みたいにしっかりとできるように

したいと思いました。 

＜後輩へ＞ 「疲れに負けずがんばってください。」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓」 

 数学特訓では、間違えた問題をもう１回解き直しすることができ

たのでためになった。解き直しはめんどくさいけど、テストの点数

をとるためのチャンスと思うと解き直しができるのはとてもあり

がたいと思った。また、解けると思っていた小学校の問題を復習す

ることができたので良かった。しかも、忘れていた問題があっても

解説を読んで理解ができたので、小学校の問題の応用で中学校の問

題が出ても解きやすくなったと思うので良かったし、受験にもつな

がったと思う。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「ジェンガでババ抜き」 

 2019 年８月９日、千葉県鎌ヶ谷市にある塾ラピスで中学２年

生を対象とした数学特訓があった。私は疲れた、マジで。こんなに

たくさんの数学の問題を解いたのは初めてだ。問題多すぎて集中力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6 
が下がっていく。さらに冷房が直接当たっている寒さでさらに低下

する。めっちゃあきてたけど、最後までやったから自分のためにな

ってほしい。僕が１日で一番楽しかったのはジェンガでやったババ

抜きだった。面白かったからもう１回やりたい。でも数学特訓はも

うやりたくない。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「夏の数学特訓」 

 夏休みの真っ最中の今日、１０時～６時の間に夏休み数学特訓が

ありました。涼しい教室の中で数学の問題をずーっとやる特別授

業？です。（もちろん、休けいありです！）そんな数学特訓で私が

心に残っているのが２つあります。１つ目は先生のわかりやすい解

説です。１学期になかなか理解できずにいた比例式を、先生が図を

使ってわかりやすく教えてくれたので理解できました。２つ目はゲ

ームです。数学特訓の途中の３０分間お菓子やアイスを食べながら

ゲームをしました。ずーっと数学をやっていたので、とても良い息

抜きができました。数学特訓で１学期の復習ができたので、とても

良かったです！先生方、ありがとうございました。 

＜後輩へ＞ 「アルゴ、人気ない？かもしれないけど、楽しくゲーム

できる＆頭をよく使うから一石二鳥だよ♪」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「集中できた４時間」 

 僕は２時から特訓に来たけど、あと５ページくらいなのでまあま

あ終わったと思う。テスト前の時ように集中できていて、２～３時

間やっても３０分くらいにしか感じなかった。 

また、休み時間はみんなと話をしたりして 

盛り上がることができた。お菓子やアイス 

もおいしかったし、スピードというトラン 

プの遊び方を初めて知ることができた。あ 

と１時間くらいあれば全部終わると思うの 

で、もう一度あるときは午前から来たい。 

＜後輩へ＞ 「中２の内容はいろいろ混ざってきてしまうから来た方 

が良いと思う。全部終わらせるなら午前から来て、余った時間は自

習で宿題をやれば良いし、授業で終わる自信があるなら２時からで

良いと思う。学校で良い点を取るならしっかりやった方が良い。」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「自分の苦手を知れた数学特訓」 

 最初は集中して取り組むことができた。数学は苦手だけど、今日

の数学特訓で分からないところがはっきりした。そして、質問した

ところが分かった。でも、途中で集中が切れてしまい、手が進まな

くなってしまった。なので、寝た。それからは、また気持ちを切り

かえて集中して取り組むことができた。問題も難しく大変だったけ

れど、いつでも集中して取り組めるようにしたい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「初めての数学特訓」 

 今日の数学特訓を初めてやってみましたが、けっこう問題が難し

くてとっても苦戦しました。しかし、途中の休み時間でジェンガと

ドミノでめっちゃ遊んだので、とっても楽しかったしおもしろかっ

たです。自分でも思った以上に問題が解けたので、とっても達成感

が大きかったです。また、友だちとこの問題をどう解くのかを考え

合うのが、とっても良かったと、今、思っています。今日の数学特

訓は自分のためになりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓」 

 夏休み、部活と宿題と遊びで忙しい中、数学特訓があった。快適

な環境の中、計算をしていく。私は集中して頑張ろうと思ってから

数十分後、ケアレスミスややり方を忘れかけていた問題に頭を抱え

た。その後、休けい時間にアイスとチョコを食べ、友だちとゲーム

をした、そして後半の部、難問かはミスをしたが、前半よりケアレ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

7 
スミスが減っていたと思う。この数学特訓は家でやるよりも効果的

で、適度な休けい、友だちと会話ができる、スマホは先生が管理し

てくださるなど、とても良いことばかりだった。ありがとうざいま

した。ただ、途中でちょっとだけ寝てしまったので、次回からは寝

ないようにしたい。 

＜後輩へ＞ アルゴっていうゲームがとてもおもしろいので、ぜひや

ってもらいたい。頭を使うから成績がアップするかもしれない。だ

からやって、本当におもしろいから。私が保証する。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓」 

 今日は最初は集中してできていたけど、休けいが終わったくらい

から集中が切れて寝たり、ペンとかで遊んだりしてた。休けいは、

ジェンガでババ抜きをしててめっちゃおもしろかった。ふざけた

り、寝多々利してたから３ページしか進まなかった。だけど分から

ないところはちゃんと分かったからよかった。次はあまりふざけな

いようにする。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓」 

 私は午後から数学特訓に来て、まずいつもよりプラクティス等の

課題が多すぎてびっくりした。最初は忘れてたりとかやり方がわか

らなくて何度も質問に行ったけど、そのたびに、わかりやすくてい

ねいに教えてもらって、どんどんできるようになった。お楽しみタ

イムでは、トランプで何回もババ抜きをして楽しかったし、お菓子

やアイスもおいしかった。でもその後、後半の勉強がきつかった。

わからない所があっというのもあるけれど、とにかく眠かった。途

中で顔を洗ったら、一気に目がさめて、１時間くらい集中して一気

に進められた。毎回同じようなところでまちがえて、そのまちがい

が符号とかちょっとした計算ミスで少し悔しかったけれど、少し注

意しながら計算したら、スラスラ解けて、本当に嬉しかったし、ど

んどん解けるから気持ちも良かった。 

＜後輩へ＞ 数学特訓は少しの時間でも自分のためになると思うか

ら行ったほうがいいと思う！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓」 

 午後から塾に行きました。午後しか塾で勉強していないのに、あ

まり問題も解けず、集中力も切れて、とても嫌になりました。前に

もわからなくて１回でわかるようになった問題は、もう１回解けな

くなっていました。なので、何回も繰り返す復習の大切さがわかり

ました。もう少し勉強に力を入れて、苦手科目の克服や、集中の力

が上がるように勉強をしていきたいです。休み時間では、トランプ

を６人でやって、とても楽しかったです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「大変だった数学特訓」 

 数学特訓をやって最初は量が思っていたよりも多くてしっかり

とできるか心配だったけど、問題を解いていくうちに夢中になって

以外とたくさん問題を解くことができてよかった。ときどき難しい

問題が出てきて大変だったけど、解けたときはスッキリして達成感

があった。今回の数学特訓は、午前中は部活があって午後の途中か

らしか参加はできなかったけれど、いつも家で勉強しているときよ

りももっとたくさん数学を勉強することができたからとてもため

になった。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「苦手をなくせる数学特訓！！」 

 はじめ、人が少ないのもあり、すごく集中してできました。１問

１問ていねいに解いていき、見直しをするのも大変でした。問題数

が多い分、１つ１つ解いていかないと間違えてしまい、もう一度に

なってしまうので、間違えるたんびに「もう１回か…。」と、いや

になってしまいました。ですが、わからないところを先生に聞いて、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

8 
わかりやすく教えてくれるので、数学が苦手な私には、苦手を少し

でもなくすことのできる、すごく良い時間となりました。 

＜後輩へ＞ 私みたいな、数学が苦手な人は絶対に来たくないですよ

ね？でも、少しの時間でもいいので、１回来てください!!暑い家の

中で勉強するより、よっぽど塾の方がいいです。クーラーもついて

るし、わからないところをすぐに教えてくれる先生もいるし、途中

でリラックスできるお楽しみタイムもあるので、すごく集中してで

きます！なので、来たくない人でも絶対に来てみてください。苦手

をなくせるチャンスです!! 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓」 

 自分は最初から参加していたが、全ての勉強タイム 

で集中して取り組むことができて、時間があっという 

間に感じた。２年生の１学期の復習が良くできた。分からないとこ

ろは先生や友だちに聞いて、解けるようになった問題が多くなって

きた。また、少し予習のところにも入ったけど、しっかりと解けた。

数学はあまり得意な教科ではないけれど、今日のように復習や予習

を続けていきたい。今日、学んだことを忘れずに２学期の数学を頑

張っていきたい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓をやって」 

 最初は「数学特訓」と聞いてすごいいやだなと思っていました。

なぜなら、私は数学がすごい苦手だからです。でも今日で、いつも

だったらあきらめていたような問題でも、やってみようという気持

ちになりました。そして何回もやり直して、理解を深めることがで

きたような気がします。さらに、みんなとトランプをして遊んで、

いつもは話さない子とも遊べたのでよかったと思います。これから

はどんな問題もあきらめずにやりたいです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓」 

 僕は、学校の宿題を終わらせるために来たのですが、意外と課題

が多く、そして難しく解くのに時間がかかり、自分の課題が終わり

ませんでした。必死に解いても解いても問題はまだあって結局終わ

りませんでした。昼食の時は自分の終わらない課題なんか忘れて友

だちと楽しく昼食をとったり、話をしたりできて楽しかったです。

僕は弁当を持ってきましたが、みんな弁当を持ってきていなくてび

っくりしました。ですが弁当がおいしかったので別にいいです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「４人だけ」 

 数学特訓の始まる時間に後ろを見たら、自分を入れて４人しかい

ませんでした。みんな部活で忙しいんだなぁーと想いながら、勉強

をしていました。ほぼ４人のままで、午前中の勉強が終わりました。

昼食休けいが終わり、部屋にもどったら、生徒が大勢いました。自

分は一番前に座っていて、私語をしていないのに、午後は午前より

は集中できませんでした。人が増えると、自然と私語が聞こえるも

んだなぁー。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学」 

 今日は数学特訓がありました。数学特訓では主に数学を勉強しま

した。ぼくがこの数学特訓で思ったことは、まず疲れたということ

です。いろいろなことをして疲れたと思いますが、自分のためにな

るのならと思ったら楽しく感じてきました。次に思ったことは楽し

かったということです。休み時間のときにいろいろな人と話したり

できてすごく楽しかったです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数学特訓」 

 今日の数学特訓は、部活を休んでまできた意味があったと思いま

す。最初、とても集中して勉強していたけれど、最後の方は少しふ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

9 
ざけてしまうところがあったから、もし次回あったらまじめに取り

組みたいと思いました。昼食タイムやお楽しみタイムなどとても良

い息ぬきができたので良かったです。また今日のような特訓があれ

ば、部活が無い日に参加したいなとすごく思いました。また参加し

たいです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「疲れた」 

 疲れた、休憩が少なくて疲れた。だけど計算が早く正確にできる

ようになったのでよかった。プラクティスはほぼ間違えないで問題

を解けたから、授業でも間違えないで早く正確に問題を解きたいで

す。学校でもできるようにしていきたいです。今日の数学特訓を無

駄にしないで生かしていきたいです。今日はめっちゃ疲れたけど、

計算などが早くなったからよかった。学校のテストでもこれを生か

してがんばっていきたいです！！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「数特」 

 数学特訓をして、分からないところを教えてもらってわかるよう

になったので良かったです。今日やったことを家で復習したいで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


