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ＡＩＭ通信

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

小学６年生・中学進学準備数・英・国３教科クラス新設・1月１１日スタート！

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)
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第３８７号

グループ授業 水曜日 午後５時～６時４５分（２コマ）
＋
数学（算数）導入授業＋国語文章読解
個 別 授 業 月・火・木・金から自由に選択し、個別授業で
算数・英語の授業を受講します。
個別英語＋個別数学(算数）演習（1～２コマ）
午後５時～６時４５分

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。。

小６

小3～6

コース
２科目選択総合
算･英/算･国２科

10:00～11:50

科目選択個別
１科･２科･３科

10:00～10:50
11:00～11:50

個別 数学
中1.2

時間

個別 英語
個別･数英２科

授業日
12/25.27.29
1/5.6
12/25.26.27.28.29
1/5.6

講習費
6,000円

12,000円

総合 英･数

19:00～20:50

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

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

中1.2

中３
受験

中１.2理社講座
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

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

2/20

● 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。

12/15

中学→高校

入試相談

千葉県

他都県

1/17～

1/９ 茨城県推薦入試
1/22～埼玉県推薦入試
1/22～東京都推薦入試

前期入試解禁
単願・併願推薦
一般入試

二日目検査
1/18～

合格者内定

合格者発表

入学確約書提出

後
期
選
抜

24,000円

13,000円

一日目検査

前
期
入
試

2/20～22

34,000円

34,000円

2/13

出願

面接・作文・適正検査

19,000円

中１

2/2.5.6

2/14

10,000円

12/25.26.27.28.29.1/5.6
（6日はテスト日）

私立入試

５科学力検査

10,000円

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）

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

前
期
選
抜

1科4,000円
2科7,000円
3科10,000円

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

＊詳細は別紙案内書をご覧の上、
参加申込書をご提出ください。

年明け早々から平成３０年度高校入試が始まりま
す。公立・私立の入試日程は以下の通りです。
公立入試

学年

月額授業料 ３教科
12,960円（税込）
教材費 無料

２
次
募
集

2/23.24

出願

2/26.27

出願変更

3/1

５科学力検査

3/7

合格発表

3/9
3/12
3/14
3/16

出願
志願変更
検査
合格発表

後
期
入
試

２
次
募
集

2/5～

後期入試

1/15～茨城県一般入試

2/7～

合格者発表

2/10～都内一般入試

3/1前後から各校の判断で実施。

ＡＩＭ学習セミナー
〒２７０－２２３１

松戸市稔台１‐１４‐１ サンライト稔台
Ｔｅｌ ３６８－２７２９

Ｆａｘ３６８－２１８９

２０１７年も残すところ２週間、年を追って
１年が短く感じるのは、どなたでも体感され
ることでしょう。今年もさまざまの出来事が
起こりましたが、多くは時間という闇の中に
かき消され、１年を通じて記憶に残ることは
少ないようです。昨年のこの欄では、アメリ
カのトランプ新大統領の登場についてふれ、
その去就が心配だと記載しています。それか
ら１年を経て、その心配の種が噴き出しそう
で不安な情勢となっています。北朝鮮、エル
サレムと世界に騒動の火種が伝播していま
す。これからまず半年は世界の動きから目を
外せないようです◆１２月１２日は「いい字
一字」で「いい漢字」の日だとか。恒例なの
が今年一年の世相を漢字一字で表す「今年の
漢字」。京都清水寺の管主が揮毫ををするの
で、清水寺の行事のように見られています
が、これは「日本漢字検定協会」が主催する

ものです。１２日の発表に先立ち、ＡＩＭでは「今
年の漢字」予想投票を行いました。投票したのは３
１名で複数票が入ったのが以下の７字。騒５、新
３、核２、雑２、平２、星２、乱２といったライン
ア ッ プ で し た。そ し て １ ２ 日 発 表 さ れ た 一 字 が
「北」。残 念 な が ら 正 解 者 は い ま せ ん で し た。
「北」はもちろん「北朝鮮問題」が核で、「北海道
ファイターズ」や「キタサンブラック」と言った、
いわばこじ付けともとれる理由もあげられていま
す。どうやら世間では「北」はいくらか「違和感」
があるというのが評価のようですが、いかがなもの
でしょうか。ちなみに２位は「政」３位は「不」４
位は「核」そして５位は「新」と続いています。そ
こで「政」・「核」・「新」に投票した６名の皆さ
んには、残念賞としてポイントを差し上げました。
さて、来年２０１８年はどのような世相が刻まれる
ことでしょうか◆以前から話題となっていました、
千葉県公立高校の入試制度の変更について、どうや
ら出口が見えて来たようです。これまでの前期・後
期２期選抜を外して、３月初旬の入試に一本化する
という改革案です。漏れうかがう情報によれば、現
小６年生の高校入試からの導入が有力とか。年度で
いえば２０２１年度入試です。オリンピックの翌
年、元号も改まって３年目となるこの年、果たして
予想通りことが運ぶのでしょうか。（酒肴）

主な行事予定
12/19(火)

１/８(月) 成人の日・休講（テスト振替日）

/20(水)

/９(火)

/21(木)

/10(水)

/22(金) ２学期最終授業日

/11(木)

/23(土) 天皇誕生日・土曜自習室

/12(金)

/24(日) 休講・講習会準備

/13 (土) 土曜自習室

/25(月) 冬期講習会開始

/14(日)

/26(火) 冬期講習会・１月経費振替日

/15(月)

/27(水) 冬期講習会

/16(火)

/28(木) 冬期講習会

/17(水)

/29(金) 冬期講習会

/18(木)

/30(土) 冬期講習会

/19(金)

都内私立高校推薦入試解禁

/31(日) 正月・休講

/20(土)

第３回英語検定・土曜自習室

数学検定申込締切
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ハイライト:
＊秋の三大検定祭終る
＊2017年冬期講習会のお知らせ
＊３０年度高校入試日程
入クラスの試

秋の三大検定祭終る、検定取得者は延べ２８名に
本年度の秋の三大検定は、１１月１２日実施の 数学検定合格者
数学検定ですべて終了した。英検及び漢検の合格 ３級 金子未空、瀬戸井つかさ
者については先月号で掲載しました。数検につい ４級 冨塚陽生
ては右表の通りです。おめでとうございます。
５級 飯野杏奈、大滝舞
数検には１１名が受検しました。このうち準２ ６級 佐川竜之介
級に挑戦した中３生３名は、残念ながら１次検定 ７級 岡本怜弥
合格にとどまりました。さすがに高校生数学の領 以上塾内実施検定受験者のみ
域に挑むには壁が高かったようです。
１０月７日実施の英検では１３名が受検し、合格者は２級１名、準２級２名、３級
４名、４級１名、５級４名の計１２名でした。尚、３級～２級の二次検定では全員が
合格を果たすパーフェクト受検となりました。
ついで１０月２８日実施の漢字検定では１２名が受検し、準２級１
名、３級５名、５級１名、８級２名の計９名が合格しました。
秋の三大検定の集計では受検者３６名、合格者２８名でした。合格率
は７８%とまずまずの成績が残せました。次回の検定は１月の英検と漢
検、２月の数検が塾内実施されます。皆さんの今年度最後の挑戦をお待
ちします。

県内私立高校受験解禁

数学・算数検定のご案内

１/１(月) 休講

/21(日)

/２(火) 休講

/22(月)

/３(水) 休講

/23(火)

/４(木) 冬期講習会

/24(水)

/５(金) 冬期講習会

/25(木)

/６(土) 冬期講習会・実力テスト日

/26(金)

２月経費振替日

/７(日) 休講

/27(土)

第３回漢字検定・土曜自習室

２月１７日に第317回数検を塾内実施します。この検定は本年度学年
のまとめのタイミングとなり、数学・算数の学力の確認と定着をはか
るのにぴったりです。中学では学年末テストの前にあたりますので、
まとめ学習としても最適です。
●2017年２月１７日（土）午後５時～
●３級（中３レベル）、４級（中２レベル）、５級（中１レベル）
６級（小６レベル）、７級(小５レベル）
●申込み期間 ～１月１０日
○模擬テスト（無料）第１回１月２０日（土）午後５時～
第２回２月１０日（土）午後５時～

