
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vector の認知度を高めるために、YouTube を始めました（上記のチャンネルです）。 

YouTube は初めての経験ですが、動画だけは大量にあるので、それを編集してアップしていっています。 

「お近くの塾は・・・」や「Vector ショップは・・・」といったもの、につなげられたらと思います。 

終了頁や登録ボタン画面の作り方を、調べているような状況で、本格稼働まで今しばらくかかりそうです 

こちらからご覧いただけます             

Vector 共同開発プロジェクト  事務局   ㈱天王予備校 

〒７８０－０９３５ 高知市旭町２―５９－１  0120-935-075 

Vector 通信  
第 20号（2022.9月後半号） 
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松坂牛イベントに参加いただきました塾様お疲れさまでした 

 

解答総数ベスト５（グループごと） 

2年半の利用経験のある弊塾の生徒さんが多数ですが、今年の 1月から参加してくれた高知学芸塾さんも 

半年の利用で、多くの問題を設定して最後までやり抜いてくれています。 

逆に言うと、それくらいの年月をかければ、誰でも  やってくれるようになるという事だと思います。 

 

既卒生部門 

黒木瑛太さん 天王予備校 既卒 10000 

久松希真さん 天王予備校 既卒 8675 

元植音寧さん 天王予備校 既卒 8675 

松崎玲香さん 天王予備校 既卒 8675 

吉井彩綾さん 天王予備校 既卒 8675 

 

高校生部門 

有岡大輝さん 天王予備校 高 3 9693 

津野心音さん 天王予備校 高 2 8940 

谷川夕晏さん 天王予備校 高 2 7155 

小松美優さん 天王予備校 高 2 7155 

濱田暖太さん 天王予備校 高 3 6465 

 

中学生部門 

上田翔太郎さん 高知学芸塾 中 2 5094 

山崎建瑠さん 高知学芸塾 中 1 3767 

大橋美月さん 天王予備校 中 3 3600 

野々宮汐さん 天王予備校 中 3 3600 

安田昇平さん 天王予備校 中 1 3576 

 

小学生部門 

増田安寿さん 天王予備校 小 6 3528 

津野心希さん 天王予備校 小 6 3519 

岩崎友亮さん 天王予備校 小 6 3471 

高橋侑右歩さん 天王予備校 小 6 3465 

岩崎太亮さん 天王予備校 小 6 3429 
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天王予備校・高知学芸塾さん以外で、1５00問以上解答をした生徒さん 

 

6月・7月にスタートされた塾様の生徒さんです。 

松本倫旺さん 大江塾（広島） 小 6 2208 

芳賀亮介さん 花丘塾（長崎） 小 6 2205 

原田琉生さん 北斗塾（宮崎） 小 5 1963 

高塚望さん 大江塾 小 6 1800 

岡野聖さん 大江塾 小 6 1797 

正田唯貴さん 大江塾 小 6 1617 

徳重遥香さん 北辰塾（鹿児島） 高 3 1594 

河村真希さん 大江塾 小 5 1518 

 

なお、松坂牛イベントの当選者は以下の通りです（敬称略） 

 

※ 図書カードは 9月 9日に発送しました。 

※ 松坂牛 10800円（税込み）のカタログは 9月 15日に天王予備校に到着し、それからの発送になります。 

※  
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Vector と成績の相関関係  

 

こちらは、塾内通信（毎日発行）からの抜粋です（Vector を毎日やるようにという願いを込めて書いています）。 

 

松坂牛イベント課題の達成率と成績アップの相関関係 

旭小６   2685問  100％ 土佐塾模試 偏差値 10.5アップ 22位/469人中 

西部中３  3228問  100％ 期末テスト 477点 プレ統一模試 50位相当/1406人中 

土佐中１  3576問  100％ 学年 88位 塾には通わず自宅で Vectorを毎週 400問 

学芸高２  7155問  100％ 期末テスト F組文系 2位 

学芸高３   5565問  100％ 期末テスト 高 1→高 3 クラス順位 25位アップ 

学芸高３   6255問   １００％ 学力テスト 中 2→高 3 学年順位 199位アップ 

学芸高卒 10000問  100％ マーク模試得点率 12.3％アップ 

 

 

上にある表は、松坂牛イベント課題の問題数・達成率と成績アップの相関関係です。当然と言えばそれまでです

が、達成しなかった生徒さんよりも達成した生徒さんの方が、成績が良かったりアップしたりしています。 

 

私は１週間に１回程度、この文章を書いています。2 週間以上前にタイトルと締め切りが告知されるのですが、取

り掛かりが早い（速いではない）と、毎日修正や校正を重ねていくので、自分でも納得のいく文章が書けます。 

しかし、締め切りギリギリになると、「もっと良い仕事ができたはずだけれど、もう時間がないから仕方がない。」

と、不本意な結果となります。 

 

別の視点から Vector を捉えてみましょう。私は毎日進捗管理表を眺めていますが、全体の 20％の生徒さん

は、日数消化率通りに課題を進めてくれています。（動物の世界でも、よく働くアリが 20％・普通のアリが

60％・さぼるアリが 20％だそうです。）なかなか進みが遅い生徒さんには、電話を掛けたりメールを送ったりし

ています。小学生は居残りさせたり、中高生には毎日ミーティングをしたりして騒いでいるので、「アイツ（高橋）

がギャーギャーうるさいから、少しでも進めておくか。」と、自宅でも私のことを思い出して、Vector を進めてく

れている生徒さんがいるかもしれません・・・。 

 

学芸高校の先生が、課題プリントの提出具合を〇・△・×で記した一覧表を中高生に見せてもらったことがあり

ますが、こちらから出した課題をきちんとやり遂げてくれる生徒さんは、とても安心感があり可愛いものです。 

学校の先生が評価する生徒さんは、推薦入試で合格しますし、将来上司に気に入られる部下になります。 

 

AI の発達により、学力よりも人間力や信用力が評価される時代になりつつあります。今勉強に取り組んでいる

姿勢が、そのまま 10 年後の仕事に対する姿勢となります。自分が嫌だなぁと思う課題ほど、毎日少しずつ確実

に進めて行きましょう。花の生長のように、毎日見守っておりますよ。 
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模試監督者の目から ＆ 仕事は選り好みしない（自戒を込めて）  

 

同じく、塾内通信からの抜粋です。 

学校の課題を優先しがちな生徒さんに対する警鐘です。 

 

 

仕事は選り好みしない（勉強も然り） 

・塾長から、「仕事が与えられたら、まず全体量と期日を確認し、初日にどれだけ仕事が進むのかやってみろ。」

と 100 回以上言われています。その通りにすると、期日前に提出し修正点を教えてもらえるため、良

い仕上がりとなります。しかし、「最終日に徹夜すれば何とかなるだろう。」というような気持ちでの

臨むと、やっつけ仕事になり、いいものはできません。 

 

・私企業はもちろんのこと公務員でも、会社や国・自治体にとって無駄な仕事が上から降ってくること

はありえません。（自分で余計な仕事を増やす人はいますが…。）ただ、新入社員に課せられるのは、

重要度が低く誰がやってもできる、要は雑用です。当然、面白くありません。ただ、それを誰よりも

早く正確に仕上げた者が見込まれて、より大きなやりがいのある仕事を任されるようになります。 

 

・中学入試は塾が全てなので、小学生は塾からの課題を一生懸命に頑張りますが、中高生になると、ま

ずは学校の課題が最優先で、塾の課題は余裕があればやるといった程度でしょう。 

 

・東大に合格するような生徒さんにも、やりたくない課題はあります。 

でも、自分本位ではなく世の中の壮大なスケールに合わせようとして、ほぼ完璧にこなします。これ

が平均以下になると、「あれはやりたくない、これはやっても意味がない。」と、自分の（ちっぽけ

な）物差しで判断するため、好きなことしかやらなくなります。「選んでする仕事は全て二流。」と

は、ある有名作家の言葉ですが、将来の自分のためにも、まずは与えられた課題を誠実にこなしてい

きましょう。 

 
今の生徒さん（進学校の高校生を念頭に書いています）は、放っておけば、自分の好きな勉強か

楽な勉強しかしません。 

 

Vectorは一般入試を見据え、中間層以下の生徒さんを念頭に作ってきたものです。 

私たちは、何度も何度も 100回でもエネルギーをチャージすることを心がけています。 

 

「やれ！」ではなく、「やらないといけないよね」と納得してもらうまで話しています。 

お家でも、Vectorをやっていたら、誉め言葉の一つでもかけていただけたら幸いです。 
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8月 22日の Vector会議以降の出来事 

 

 

① 入退室メールの機能を開放しました。 

   使用方法は、メールにて送付済みです。 

 

 

 

② 国語文法・語彙（小学生）の問題をアップしています。 

   

 

③ 英単語「クラウンの頁数に対応するよう紐付した単語集」をアップしています。 

   

 

   

 現在ホライズンに着手しました。 

9月末～10月中旬にアップできる予定です。 

 

 

④ 多店舗展開している塾様の、教室別の管理機能の開放は、9月末を予定しています。 
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𠮷村英吉さん   

旭東小学校 4 年 

◎本人コメント 

 松阪牛は当たらなかったけど、

問題をやり遂げる事が出来たの

で嬉しかったです。これからも

Vector を続けて行きます。 

◎スタッフコメント 

 お兄ちゃんとして、しっかり弟

のお手本となってくれました

ね。塾で一緒に勉強する仲間も

増えたので、これからもますま

すみんなで頑張って行こうね。 

𠮷村祐二さん   

旭東小学校 3 年 

◎本人コメント 

 毎日大変だったけど、達成し

たときは、スッキリしまし

た！お兄ちゃんやお姉ちゃん

は僕よりもっとたくさん解い

ているので、スゴイです。 

◎スタッフコメント 

 イベントのみの参加で、一度

もお会いしたことはありませ

んが、お兄ちゃんやお姉さん

を知っているので、全く心配

はしていませんでした。 

 答えの間違いも見つけてくれて

ありがとう！ 

𠮷村愛美さん   

城西中学校 1 年 

◎本人コメント 

 お肉ゲットするために３人で

頑張りました！ 

 残念ながらお肉は当たらなか

ったけど、全員図書カードが

もらえるので、よかったで

す。 

◎スタッフコメント 

 せっかく 100 問程度進めてい

たところで、事務局のミスで

記録を消してしまい、ご迷惑

をお掛けしました。でも、そ

んなことはお構いなしに全問

解いてくれて、ありがとうござ

いました。 

 

さん  学校 年 

◎本人コメント 

  

  

  

◎スタッフコメント 

  

  

  

  

太田 珠璃さん 学芸中 2 年 

◎本人コメント 

 Vector をやってみて、一つ一つの問題に解説がつい

ているので、間違ったところもしっかり理解するこ

とができ、繰り返し解くことで定着していきまし

た。 

◎スタッフコメント 

 積極的に課題に取り組んでくれる生徒さんです。

Vector 生として松坂牛ｲﾍﾞﾝﾄに参加し、この夏休みた

くさんの問題に取り組み力をつけてきました。今後

も Vector を活用し受験に備えていきましょう。 
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上甲悠生さん  高知学中学 3 年 

◎本人コメント  3 行 

たくさんの問題があったので復習になってよか

ったです。何かの目的があるとやる気も出る

し、終わったときの達成感がすごかったです。 

◎スタッフコメント 

英語、数学、理科、社会と 4 教科の復習を夏休み

中にベクターで頑張ってもらいました。3000 問近

い問題を解いてもらいました。次のテストに向け

ても頑張っていきましょう。 

吉岡琳太郎さん  高知学芸高校 3 年 

◎本人コメント 3 行 

英単語が一気に復習できたので良かったです。

問題数は多かったですが、毎日コツコツやって

少しずつ数が減っていくのがうれしかったで

す。 

◎スタッフコメント 

天王予備校朝倉教室で一番早く、Vector の夏休み

の課題を終了させてくれました。定期テストの順

位も大幅に上がっているので、次のテストの結果

も楽しみにしています。 

  

池上巧さん  高知学芸高校 3 年 

◎本人コメント  3 行 

めちゃくちゃ量はあったけど、終わったときは

達成感でいっぱいでした。できれば、松阪牛が

欲しかったです。 

◎スタッフコメント 

夏休みのベクター課題よく頑張りました。6000 問

以上の課題をしっかり解いてくれました。入試が

近いので、合格を勝ち取れるように頑張っていき

ましょう。 

横川翔大さん  高知学芸高校 3 年 

◎本人コメント 3 行 

量はとても多かったですが、ためになるし、結

果として力もついてきたし、おまけに図書カー

ドも当たってよかったです。 

◎スタッフコメント 

Vector 夏休み課題。英単語、古文単語 約 6000 問

よく頑張りました。毎週の課題も頑張ってくれた

ので、今後の成績の飛躍を楽しみにしています。

図書カードおめでとう。 
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近森大知さん  旭小学校 6 年 

◎本人コメント 

 Vector は毎週何度も繰り返しているので、松

阪牛イベントも、毎日コツコツと頑張ることが

できました。この調子で模試も頑張るぞ！ 

◎スタッフコメント 

 連日の小テストや居残りでこの夏は大変でした

ね。何事にも一生懸命取り組む姿勢を一番強く 

 感じています。これから先は、気力・体力勝負に

なるので、仲間と共に乗り越えて行こうね。 

宮下稜右さん  旭小学校 6 年 

◎本人コメント 

 自分が達成できたことはもちろん嬉しいけど、 

 他のみんなも達成できてよかったです。夏期講

座に毎日みんなで頑張った甲斐がありました。 

◎スタッフコメント 

 コロナ関係で塾に来られない時期がありました 

 が、確実に課題を進めてくれましたね。これか

らも、その真摯な姿勢で、みんなのお手本にな

って下さいね。 

 

福留瑞基さん  神田小学校 4 年 

◎本人コメント 

 塾でやり方を習って、家でもやるようにしまし

た。これからも塾を続けるので、よろしくお願

いします。 

◎スタッフコメント 

 夏期講座からのスタートでしたが、すぐにみん

なとも仲良くなれて、楽しく勉強ができました

ね。9 月には模試があるので、そこに向けて頑

張りましょう。 

福留輝士さん  西部中学校 3 年 

◎本人コメント 

 問題数は多かったけど、毎週の Vector で何度

も繰り返している問題なので、そんなに苦では

ありませんでした。 

◎スタッフコメント 

 夏期講座は模試演習や 1 年からのテキスト総復

習で大変でしたね。プレ模試では高得点が叩き

出せていたので、模試本番も大いに期待してお

りますよ。 
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谷川夕晏さん  学芸高校 2 年 

◎本人コメント 

 問題数が多く、最後はちょっとバタバタしまし

たが、無事に終えることができてホッとしてい

ます。他のみんなも達成できたようで何よりで

す。 

◎スタッフコメント 

 この夏は志望校を一本化して、クラブもセーブ

するなど、本格的な受験勉強のスタートが切れ

ましたね。これからは塾の課題もヘビーになっ

ていくので、しっかりついて来て下さいね。 

中山璃久さん  学芸高校 2 年 

◎本人コメント 

 学校の宿題が多くなかなか大変でしたが、塾に

いる時間も利用して、何とかやり遂げることが

できました。 

◎スタッフコメント 

 最近スイッチが入ったようで、さすがの集中力 

 で取り組めていますね。2 学期も中間・学力・

模試とテストが盛りだくさんですが、これから

の成長が楽しみです。 

  

富田莉緒さん  朝倉中学校 1 年 

◎本人コメント 

夏期講座の Vector の課題は、とにかく早く終

わるように頑張りました。数もたくさんでき

て良かったです。 

◎スタッフコメント 

天王教室の英語の生徒さんの中では、Vector

の課題は問題数がいちばん多かったですが、

終わるのもいちばん早かったです。とてもよ

く頑張ってくれました。 

岩崎友亮さん  高岡第二小学校 6 年 

◎本人コメント 

みんなより絶対に早く終わりたいと思って一

生懸命に取り組みました。最速で解答できて

うれしいです。 

◎スタッフコメント 

何も言わなくてもどんどん進めていき、お盆を

過ぎると、あっという間に 3500 問近くを終わら

せてくれました。毎日授業でやっている小テス

トもとても頑張っています。 
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増田安寿さん  伊野南小学校 6 年 

◎本人コメント 

松坂牛のイベントは、問題数は多かったけ

ど、様々な単元が勉強できて、とてもために

なったと思います。 

◎スタッフコメント 

毎日コツコツと取り組んでくれました。連続 3

問正解で除外する機能のため、問題数が多かっ

たですが、日数消化率に合わせて、終わらせて

くれました。 

池瑞依さん  高岡第一小学校 5 年 

◎本人コメント 

松坂牛イベントを見たとき、「なんだ、この問

題数！大変！」と思いましたが、すべてクリ

アしたときはすごく気持ち良かったです。 

◎スタッフコメント 

夏期講座のイベントにおいて正答率が 1 位でし

た。終わるのも 2 番目に早かったです。夏休み

中も小テストや過去問演習をそつなくこなして

いきました。 

  

野々宮汐さん  伊野南中学校 3 年 

◎本人コメント 

問題の量が多くて大変だったけど、2 学期に

入ってすぐにあった実力テストの勉強にもな

ったので良かったです。 

◎スタッフコメント 

夏期講座の Vector 課題 3600 問をこなしてくれ

ました。他にも入試の分類集や統一模試の問題

にも手を付け始め、充実した夏休みが送れたと

思います。 

有岡大輝さん  高知西高等学校 3 年 

◎本人コメント 

正答率は余り意識していませんでしたが、生

物基礎や単語の学習はよくできたと思いま

す。引き続き頑張って Vector に取り組みま

す。 

◎スタッフコメント 

1 万問を超える問題を最後まではいきませんで

したが、95%終わらせてくれました。8 月の終

わりには無事推薦で大学も決まりましたが、こ

れからのために、さらに課題を増やしたいそう

です。  


