ラスに均等に配分されて、４
年生の学力を引っ張っていく
に学力が良いからだけで合格

人

徒であることを証明すること

日（金）の

週間です。去

リフォーム専門！
ハワイで 35 年以上の実績！

トイレ、水栓器具、キッチン、外用電化製品
ホットタブ、スパ
天然石、磁器、コーツァイト、コッパー、その他

住宅及び商業物件用の高品質ブランドを
取り扱っています。
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その一方で、まだ学力が低

は災いとなりました。
月の試験を受けず、 ことになります。しかし、単

１月と２月の試験に懸けてい

いからと

にはなりません。年齢相応の
精神的成熟度が重要です。そ

た生徒にとっては、有利とな
りました。なぜなら、２月

クラス

ループ面接で決まります。グ
ループ面接は、

人。個別に自己
の作業に入ります。評価のポ

紹介を行ってから、グループ

の成績が下がることによって、 に試験官は
相対的にプナホウ校での厳し

課題に集中しているか、指示

取れるかもしれないからです。 イントは、協調性があるか、
にきちっと従えるか、積極的
か、リーダーシップがあるか

総勢で２００人となり、８ク

が大事です。サマースクール
きた生徒の方が、厳しい試験
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実はもっと下だったとなると

プナホウ校４年生の
詳細

分にわた

になったら
Waiting
（金）に郵送されます。大き

稚園から上がって来た在校生

クールに参加して、優秀な生

果、プナホウ校４年生は、幼
人を加え、

しまっているでしょう。短期

は、６月

１５０人にこの

達していない科目に比重を置

ラスに分けられることになり

を勝ち抜いた分だけ学力が上

月
ます。例年、新しく入学して
点を取って、「これで合格が

日（月）から

に備える
SSAT
しかありません。 月に最高
ぐっと近づいた」と安心して

7

KIA Auto

JN Auto

受験指導一筋 年！ ドクター高橋俊明がこっそり教える秘訣集

月のテスト

パーセンタイルに誤り
SSAT

イオラニ、
プナホウへの道
【その 】 初
 級

す。あるいは、

日の２回に分けて行われるグ

の選別は、１月

「一体どうしてくれるのだ」

日と２月

日を天王山と意識して日々頑

科目すべてで最高点の
張ってきた生徒は、学力を上

で
パーセンタイルを取った生徒
げながら最後の試験に臨め、

１ 月 日 、 SSAT
本社から
次のような緊急メールが、初
級受験者（３，４年生）の父
は、お金を払って申し込んで

のパーセンタイル順
級 SSAT
位が正しくなかったことを発
と叫びたい気持ちになる父兄

月の誤報の最高点の生徒

兄に送られてきました。その

パーセンタイ

見しました。よって、正しく
もいることでしょう。

ルという得点が誤りであって、 い選別に優位に立てる得点が

修正したものを送ります。志

でした。その

を受ける必
内容は、次のようなものです。 い た １ 月 の SSAT
要はないと信じ受験しません
本部は２０１６年
「 SSAT
月及び２０１７年１月の初

望校にもこの事実を報告し、

校、ハワイ州外が４校
人（約３倍の倍率）、男子が

い封筒は合格、小さい封筒

合否の結果は４月

人の合格枠です。その結

人（約４倍の倍率）、合計

日

る作文があります。親の面接
１ ０ ６ 人 の 合 計 １ ９ ４ 人 で す 。 はありません。

などです。同日、

は２回しか登録でき
の SSAT
ません。２回目を欠席した生

学校別に見てみると、ハワイ

人、男子

徒は、もう今から２月の試験

州が

今回、プナホウ校４年受

に登録できません。唯一考え

です。この中から、女子が

験者総数は女子

本部の誤りは、
こ の SSAT
受験者、父兄、そして受験生

られるのは、直接電話して

中級や上級と異なり、初級

を指導してきた私たちにとっ

事情を説明し、例外的に

修正したパーセンタイルを送
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間に、３月の

れも予想合格ラインに達して
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年 は 、 塾 生 の 人 が Waiting
から合格に格上げされました。

5

3

が、修正されたものが実はど
いなければ、全てを均等に勉

です。それらの生徒が、各ク
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もしくは不合格で
は
Waiting
になった
す 。 も し 、 Waiting
ら、プナホウ校のサマース
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りました」

て衝撃的で、作戦の立て直

月の最高点の結果が届いた

月

しを迫られるケースも生じま

を受けることで
日 の SSAT
す。まだ間に合いますが、

分野で、ある分野が

した。たとえば、算数、語彙、
読解の
予想合格ラインに達していた

50 25

いた勉強をしていたわけです

月 日頃からは、ほとんどの
場合、来る２月 日の
SSAT
に向けて、予想合格ラインに
生徒は受験勉強を一旦止めて
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BUY ONE GET ONE 60% OFF

値引きします！
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いた生徒にとって、この誤報
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2933
KOAPAKA ST.

当社 35 年の経験を持つ日本人スタッフが親切に対応いたします。
日本語担当 : えつこ ホリオまで
月～金 : 8am ～ 4pm. 土 :9am ～ 3pm. tokitrading.com

TEL: 834-2722. 2933 Koapaka St., Honolulu HI 96819
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Nimitz Hwy.

バスルームのプロダクトなら当社にお任せください

ドクター高橋俊明
心理学博士
ドクター高橋塾塾長
宮崎県出身。東京教育大
理学部生物学科卒業。東
京教育大教育学部心理学
科で修士号取得、ハワイ
大心理学部で博士号取得。1968年に川崎市、
69年に文京区、そして77年にホノルルに塾を
設立。2016年7月現在、ハナハウオリ校に4人、
プナホウ校に57人、イオラニ校に35人合格、
平均合格率は58％。
Web：www.juku-in-hawaii.com
☎808-949-3366／808-679-5612（日本語）
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強しなければならないわけで
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$500

30

3

30

12

