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松戸市稔台１－１４－１ サンライト稔台
Ｔｅｌ ３６８－２７２９ Ｆａｘ３６８－２１８９
１８日の土曜日、卒業後初めて高校の関東支
部同窓会へ出かけた。母校は愛媛県立大洲
（おおず）高校という、地方のそれも遠い遠い四
国の公立高校である。したがって関東圏に在
住するＯＢはさほど多くはない。名簿には同期
生は１０名程度しか登録されていない。これま
でも何度もお誘いの連絡はいただいていた。だ
が、卒業以来母校を一度も訪ねたこともない不
義理な状態であったので、出席のきっかけを
失っていた。それでも今回顔を出してみようと
決心したのは、同窓会の事務局長である同期
生Ｋ君が、「たきのえいじ」さんという同期生が
来ると、熱心に誘ってくれたことがきっかけで
あった。さて、その「たきのえいじ」さん、ご存じ

主な行事予定

の方がおられようか？歌謡曲演歌の作詞作曲家として
いくらか売れた存在で、大ヒットこそないものの、石川さ
ゆり、伍代夏子、小林幸子といった大物歌手にも楽曲を
多く提供している。その彼が故郷大洲の観光大使とし
て、町の応援歌を作り同窓会で披露するのだという。さ
て、都内某所で開催された同窓会だが、出席者は７０
名を越えていたであろうか。たきの氏の参加もあって
か、かつてない盛況だという。同窓会というのはいずこ
でも同様であろうが、ほぼ老人会の様相を呈している。
今回も我々がほぼ真ん中の世代。同世代の人を集めて
一テーブルを作るので、たきの氏とは同席となり、旧交
を温める機会を得た。同窓会は校歌の斉唱から始まっ
たのだが、卒業以来初めて耳にし口ずさむ校歌に、半
世紀も前の青春時を偲ぶことができた。宴半ばには、た
きの氏の作曲による故郷大洲の応援歌が披露された。
歌詞は地元で公募されたとのことだが、たきの氏得意の
ポップな演歌調に仕上がっていた。こういった観光用の
ご当地ソングは、ヒットするといった類のものではない
が、地元の人達にこれからも歌い継がれていくだろう。
音楽であれ文学であれ、秀でた才があれば後世に伝え
られるものだなと、感じ入ったものである。（志厚）

11/20(月) 漢検web発表

12/10(日) 休講

/21(火) 英検２次web発表

/11(月)

/22(水)

/12(火)

/23(木) 勤労感謝の日・休講

/13(水) 第３回英検申込締切

/24(金)

/14(木)

/25(土) 中３千葉県統一テスト№５

/15(金)

/26(日) 休講・千葉学習塾協同組合３０周年大会

/16(土) 自習室

/27(月) 12月経費振替日

/17(日) 休講

/28(火)

/18(月)

/29(水)

/19(火)

/30(木) 数検web発表

/20(水) 第３回漢検申込締切

12/１(金)
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ハイライト:
第２回英漢検定合格者発表
数検の合否結果がつづく
２０１６年・冬期講習会のお知らせ
「今年の漢字」を予想しよう

英検１３名中１２名・漢検１４名中１０名合格をはたす
第2回英検合格者
10月７日塾内実施の第２回英検には、２級１
名、準２級３名、３級４名、４級１名、５級４
名の計１３名がチャレンジしました。その結果
１２名が合格を果たし、２級、準２、３級の７
名は２次検定に臨みました。11月20日にその二
次検定のＷｅｂ発表がありました。その結果、
合格を確認しました。

２級 遠藤沙恵
準２級 鈴木稚菜、川浪杏紗
３級 吉田匠、伊藤真那、菅原利仁
４級 田野尻夕奈、
５級 鈴木雄大、岡本怜弥、渡辺祥太郎、萩原
悠月

第2回漢検合格者
第２回漢字検定は10月28日に実施されました。
これには準２級１名、３級８名、５級２名、８級
３の計14名が挑戦しました。２１日にＷｅｂ発表
が行われその結果、１０名の皆さんの合格が確認
されました。各級の合格実績は右表の通りです。

準２級
３級
５級
８級

/21(木)

/２(土) 自習室

/22(金) ２学期最終授業

/３(日) 休講

/23(土) 天皇誕生日・自習室

/４(月)

/24(日) 講習会準備

/５(火)

/25(月) 冬期講習会

/６(水)

/26(火) 冬期講習会・１月経費振替日

/７(木)

/27(木) 冬期講習会

/８(金)

/28(金) 冬期講習会

/９(土) 自習室

/29(土) 冬期講習会

（以上塾生・塾内実施分のみ）

瀬戸井つかさ
吉田 匠、木村洸仁、田方
太陽、矢島愛子、浜田千春
岡山幸来
岩瀬太一、柏崎良茉
（以上塾生・塾内実施分）

11月11日には第311回数検（実用数学技能検定）を実施しました。今回は高校レベルの
準２級に中３生徒３名が挑戦しました。また、受験向きの３級はに中３生３名が、４級に
は中２生１名、５級に中１生２名そして６，７級に２名が挑戦しました。Web発表は12月
30日ですが、塾内採点の予想では準２級の挑戦者に苦戦となりそうです。

次回の検定は本年度最後のチャンスになります。こぞって参加しましょう。
第３回英語検定
実施日： １月２０日
締切日：１２月１３日

第３回漢字検定
実施日： １月２７日
締切日：１２月２０日

第317回数学検定
実施日：２月１７日
締切日：１月１０日
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２０１７年「今年の漢字」を予想しよう！

２０１７年・冬期講習会のお知らせ
冬休み期間の予定と講習会についてお
知らせをいたします。冬期講習会は原
則として全員参加の必修講座です。中
学生の部では個別と総合の両コースで
実施、小学生では３～５年生は通常の

ＡＩＭの
冬期期間

個別授業ですが６年生はグループ授業と
なります。詳しくは別紙「講習会のお知
らせ」をご覧くださ。尚、冬期講習費は
金融機関での自動振替は実施しません。
現金でお支払いください。

２学期最終授業日 12月22日(金・祝)
冬期講習期間 12月25日～30日／1月4～6日
正月完全休講 12月31日・1月1.2.3日
３学期授業開始 １月９日(火)

中学生の皆さん
講習を欠席する場合は冬
期 教 材 が 宿 題（有 料 １ 科
1000円）になります。。

学年

コース

時間

小６

２科目選択総合
算･英/算･国２科

10:00～11:50

12/25.27.29
1/5.6

科目選択個別
１科･２科･３科

10:00～10:50
11:00～11:50

12/25.26.27.28.29
1/5.6

小3～6

個別 数学
中1.2

個別 英語
個別･数英２科

授業日

Ａ:18:00～18:50
Ｂ:19:00～19:50
Ｃ:20:00～20:50

12/25.26.27.28.29.1/5.6
１科50分×６コマ選択
（6日はテスト日）

1科4,000円
2科7,000円
3科10,000円
10,000円
10,000円
19,000円

19:00～20:50

12/25.26.27.28.29.1/5.6
（6日はテスト日）

12,000円

中２

総合 英･数

19:00～20:50

12/25.26.27.28.29.1/5.6
（6日はテスト日）

12,000円

中１.2理社講座

Ａ:18:00～18:50
Ｂ:19:00～19:50
Ｃ:20:00～20:50

12/25.26.27.28.29.1/5
１教科50分×６コマ

１科6,000円
2科11,000円

総合 ５教科

13:00～17:50

総合 ３教科

13:00～15:50

個別 ３教科

13:00～15:50

選択理社講座

16:00～17:50

中３
受験

２００ポイントを進呈します。

２０１６年の漢字は「金」

ただし正解者多数の場合は

抽選で５名まで。

6,000円

総合 英･数

総合３.５科（９日間）
12/25.26.27.28.29.30
1/4.5.6
個別３科（９日間）
12/25.26.27.28.29.30
1/4.5.6

「今年の漢字」は日本漢字能力検定協会が主催し、投票で選
ばれた漢字一字を、清水寺の森貫主が揮毫する歳末恒例のイ
ベントです。今年一年の世相を表現する「今年の漢字」を予想
しましょう。
発表：１２月１２日（火）－いい字一字―
賞品：みごと漢字一字が正解の場合、

講習費

中１

中1.2
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本年度実施の実力テストは次の日程で実
施を予定しています。中３については１
月６日の第６回千葉県統一テストをもっ
て合否判定テストを終わります。また、
中２では1月実施の実力テストから、５教
科の試験を実施し志望高校の合否判定を
開始します。尚採用の実力テストはいず
れも進学研究会版です。

中学３年生対象
11月25日 第5回千葉県統一テスト
1月６日
第6回千葉県統一テスト
中学１・２年対象
１月６日 第３回千葉県統一テスト

小学６年生・冬期講習会の新しい取組みについて

34,000円
24,000円
34,000円
13,000円

● 講習費には教材費が含まれています。◎講習費は消費税を含んだ料金です。
◆冬期講習費は金融機関による引き落としは行いません。
12月25日までに現金でお支払下さい。

中学進学を来春にひかえて、小学６年
生のクラスでは、「中学進学準備」を
テーマに新しい取組みを行います。ま
ず手始めに冬期講習会ではグループ
レッスンを実施します。１クラスの目
安は最大１２名まで、これを越える場
合は複数クラスを設定します。教科は
算数と国語、または算数と英語の２タ
イプを設定します。国語の受講者は１
月２８日実施の第３回漢字検定を、英
語受講者は１月２１日実施の第３回英

◆算数＆国語コース→漢検挑戦
両科目ともグループレッスンです。
◇算数＆英語コース→英検チャレンジ
英語は個別進度のため個別指導です。
日程：12/26.28.30.1/4.6 10：00～11：50
費用：講習費5,000円（教材・税込み）
検を受験することを前提とします。
また３学期からは個別コースの他に総合
コース（グループ授業）を新設する計画
です。

