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８月に入ってから雨の 降らぬ日はない日々
が 続 い て い る。俳 句 の 季 語 で い う「戻 り 梅
雨」である。４０年ぶりの不順な天気とマス
コ ミは 報じ ている ◆夏 期講 習に 入り 教室の
クーラーに不調があり、いささか不快な思い
をしていた。そこで電気屋さんにお願いし、
休暇中の１５日にエアコンの修理、調整をし
ていただいた。冷気風量ともに回復し、これ
な ら 猛 暑 日 に も 耐 え ら れ る と 安 心 し た。だ
が、この気温ではせっかくの修繕の甲斐がな
いと、電気屋さんともども苦笑い◆予想では
この天気はまだ数日続くとか。このまま虫の
音を聞くことになるのではと危惧される。夏
は暑く、冬は寒く、日本の四季のメリハリを
しっかりつけてもらいたいものだ◆ところで
昨年の今ごろはどうであったろうか？寝不足

主な行事予定
８/16(水) 休講（講習会自習室）
/17(木)
/18(金)

〃
夏期講習会・後期

が続く毎日だったことを覚えておられるだろう
か。それは連日の熱帯夜ともうひとつ大きな原
因があった。そう、日本の反対側で開催されて
いたリオ・オリンピックだ。これが寝不足の元
凶であったのだ◆さて今年は世界陸上だ。しか
しオリンピックと比べれば、感動の幅と厚みが
いささか違っている。それでも100ｍ×４の男
子リレーは見ものであった。結果はご承知の通
り３位入賞となった。先の２大会のオリンピッ
クといい今回といい、リレー競技は日本のお家
芸であろう。バトンの受け渡しの技量は、思え
ば小学に入る前の幼稚園の頃から、みんな仲良
く「和をもって貴し」の教育を受けてきた成果
ともいえようか。しかしながら、これまでもそ
うだが、今回もまた相手が転んでのたなボタの
銅メダル、めでたさも中くらいといったところ
か。とはいえ日本人の体格で陸上競技、それも
短距離走でのこの成績には感動させられる。５
０年前の東京オリンピックから、陸上競技の映
像に接してきた者としては今昔の感があろう。
ことに今回は、たまたまケンブリッジ、サニブ
ラウンといったハイブリッド抜きでの実績だか
ら、驚きもいっそうである。（志厚）

９/５(火)
/６(水)
/７(木)

/19(土)

〃

/８(金) 第２回英検締切

/20(日)

講習予備日

/９(土) 中３自習室

/21(月)

夏期講習会

/10(日) 休講

/22(火)

〃

/11(月)

/23(水)

〃

/12(火)

/24(木)

〃

/13(水) お楽しみ会

/25(金)

〃

/14(木)

/26(土)

〃

/15(金) お楽しみ会

/27(日) 休講

/16(土) 中３自習室

/28(月)

〃・９月経費自動振替

/17(日) 休講

/29(火)

〃・千葉県統一テスト

/18(月) 敬老の日・中３のみ平常授業
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夏期講習会・後期開始 不順な夏を快適に乗り切ろう
2017年度の夏期講習会は７月26日から始ま
りました。天候不順な今年の夏を象徴するよう
に、35度を超える猛暑日もあれば、梅雨の戻
りのような雨模様の日が続くなど、不安定な天
気が続きました。９日からは完全休校日となる
のですが、中３生徒の皆さんの要望もあり、
９、10日の2日間は自習教室として教室を開
放しました。9日には10名を越える皆さんがき
てくれましたが、10日には半減となり、少々さ
びしい自習室となりました。後期は18日から再
開ですが、ここでも16，17日の2日間を自習室
として塾を開放します。
さて、中３の高校受験コースは、午後の部を
午後１時45分から総合、個別２コースを並行し
て開講しました。また、５時から夜間の部を実
施し、午前午後の２部だてとしました。これに
よって部活や学校説明会の時間との重なりを
解決することができました。

「勉強応援団」と名付けた小学生無学年の個
別指導勉強会は、週３回の学習日には連日２
０名を越える生徒たちで熱気ムンムンです。後
期でも５日間の学習日が設定されていますが、
連日満席の盛況が予定されています。２学期
以降もこの勢いが続くことを期待しています。
中３受験組の後期講習は、ほとんどの部活で
活動も終了し、いよいよ入試に向けてギアチェ
ンジです。一日５時間弱を塾内で過ごす中３受
験生にとっては、長い一日です。29日の千葉
県統一テストで夏期講習会を締めくくります。２
学期には入試相談会が各地で実施され、受験
ムードに拍車がかかってくることでしょう。
以下はこれから開催される入試相談会のスケ
ジュールです。是非ご利用ください。

●2017年私立学校進学相談会実施予定
名称

主催

日時

会場

東京都私立学校展

東京都
私立中高協会

8月19日(土)
8月20日(日)

東京国際フォーラム
（有楽町駅前）

私立中高進学相談会

NPO塾全協

9月18日(祝）

新宿NSビル

/30(水) 実力テスト欠席者予備日

/19(火)

/31(木) 休講

/20(水)

進学相談会柏大会

ＮＰＯ塾全協

9月24日(日)

ザ・クレストホテル柏

/21(木)

スクールフェア2017

千葉
学習塾協同組合

10月15日（日）

幕張国際
研修センター

９/１(金) ２学期授業開始
/２(土) 中３自習室

/22(金) 中３保護者面談・第２回漢検申込締切

/３(日) 休講

/23(土) 中３保護者面談・中３千葉県統一テスト

/４(月)

/24(日) 休講

ＡＩＭではスクールフェア2017を協賛し参加を推奨しています。

問合せ
03-3263-0543
中高協会
04-7163-4601
NPO塾全協
04‐7141‐8256
ＮＰＯ塾全協
047-368-2729
ＡＩＭ
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平成２９年度第１回漢字検定合否確定
受検者１２名中合格６名、合格率５０％にとどまる
７月１４日に実施した第１回漢字検定の成績書が８月１５
日に届けられました。事前の内部採点で合否の状況は予想
されていましたが、ほぼ予想通りの結果となりました。受
検者１２名中合格者は半数の６名にとどまりました。これ
は中３受検の３級で、合格者が１名と苦戦したことが大き
な原因です。準備不足が悔やまれます。次回は１０月実施
の第２回検定です。不合格者の皆さんのリベンジと新規の
チャレンジを期待します。

第一回漢検合格者一覧
３級

中３ 湯尾

和

冨塚陽生

４級

中２

５級

中１ 佐川竜之介

６級

小６ 馬場凜太郎

７級

小５ 小川夏咲

星野友哉

日 程：10月７日（土） ５級午後４時集合・４～２級午後５時30分
会 場：ＡＩＭ学習セミナー
検定料：2級5400円 準2級4800円 3級3400円 4級2100円 5級 2000円
申込み：最終締切り９月８日。検定料をそえてお申込みください。
［キャリアアップ講座］ 詳しくは講座案内をご覧ください。
中高生を対象とした、検定合格のための対策講座です。２・準２・３・４・５級講座を実施していますの
でご利用ください。新規の受講希望者は9/1の２学期スタート時までに申込をしてください。

日 程：10月28日(土） 午後５時集合
会 場：ＡＩＭ学習セミナー
検定料：準２級～4級 2,500円 ５～７級2,000円 ８.９級1,500円
検定級：準2-高校・大学生向け 3級-受験生向け／ 4級-中2終了程度
5級-中1終了程度／ 6級-小6程度 7･8･9級-小４～６年程度
申込み：９月25日
検定料をそえてお申込みください
＊過去問を使った無料のもぎテストを実施。詳しくは申込書ご参照下さい。

日 程：11月11日（土）午後５時集合
会 場：ＡＩＭ学習セミナー
検定料：準２級～４級 準2級3,500円 3級3,000円 4級2,500円
検定級：３級-受験生向け／ ４級-中２終了程度
申込み：10月５日までに検定料をそえてお申込みください。

［キャリアアップ講座］ 詳しくは講座案内をご覧ください。
詳しくは検定試験申込書をご覧になり、早めに申し込んで下さい。
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お知らせ：２学期は９月１日(金)開始です。
中３総合クラスの授業時間等が２学期から一
部変更になり、受験体制へシフトします。

曜日

◆授業曜日と時間
月・水・金曜日 午後７時～９時40分
これまでより240分（月間）増加します。
◆月額授業料
授業時間数の増加にともない、月額授業料が

1,000円アップになりますのでご了承下さい。

１限目

２限目

３限目

月曜

7:00～7:50 8:00～8:45 8:55～9:40
入試国語 入試理科 入試社会

水曜

数学授業

英語授業

数英演習

金曜

英語授業

数学授業

数英演習

中3自習室・土曜日教室開放

中３保護者面談会の予定

９月以降２月まで毎週土曜日の午後２時

以下の予定で保護者面談を実施します。
面談では生徒の皆さんの夏期講習での
取り組みの様子をお伝えします。また、29
日に実施する第２回千葉県統一テストの
成績をふまえ、志望校の選択について相
談をさせていただきます。詳しくは９月初
旬にお知らせを配布します。
期 間 9月22.23.25日の間

～７時を自習室として教室を開放しま
す。塾内のテキスト類やコピー設備が利
用できます。自主参加ですが、お友だち
誘い合わせて出席しましょう。なお、定
期テスト対策などの都合で、開放日が日
曜日に変更になる場合があります。

千葉県高校入試合否判定テスト
千葉県公立高校入試および首都圏の私
立高校入試の合否判定テストには、Ｖも
ぎとＳもぎがあります。Ｖもぎを主催す
る進学研究会（進研）は、５０年の業績
をもつ首都圏最大のテスト会社です。一
方Ｓもぎを主催しているのは総進図書
（総進）といい、千葉県内の高校入試を
ターゲットに２０年の実績があります。
総進はもともと進研の千葉支社から独
立した会社です。発足当時から公立中学
校に太いパイプを持っていました。独立
後は県内のみに事業を限定し、公立中学
校に広く根を張り、ことに県内郡部で勢
力を伸ばしてきました。
公立中学校で実施している校内実力テ
ストの作問と成績集計においても、総進
の方が進研よりも大きなシェアを有して

Ｖもぎ・Ｓもぎ

て何？

います。
また、県内数カ所で実施される進学
相談会「首都圏進学フェア」は、総進
と県紙千葉日報とのジョイント事業
で、教育情報イベント事業にも取り組
んでいます。
ＡＩＭで採用している千葉県統一テ
ストは、千葉学習塾協同組合と進研が
タイアップしている実力テスです。公
立学校から偏差値が追放された２０年
前に始まり現在にいたっています。
前述のＶもぎ、Ｓもぎはともに公開
模試のブランド名です。塾内採用の千
葉県統一テストは、Ｖもぎとデータを
共有しています。合否判定の資料とし
ては、塾内実施の千葉県統一テストで
対応できますのでご安心ください。

