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年明け早々今年も受験シーズンが開幕し
た。大学入試では１３、１４日のセンター
入試が皮きりで、高校入試では県内私立の
前期選抜が１７日に解禁された。２０日現
在の結果判明分は１面の通りだ。折からイ
ンフルエンザ大流行の時節、受験生と保護
者は感染予防に気を使うものだが、心配事
は時として的中することがある。１７日の
入試では一人の受験生が、インフルエンザ
感染で欠席を余儀なくされた。前日に感染
が判明していたので、受験高校と相談の結
果、２月５日の一般受験を併願推薦扱いで
受験できることになったようだ。私立受験
だとこのような対応が出来るが、公立入試
ではこうはいかない。前期入試で発病すれ
ば後期一般入試に臨むしかない。後期入試
の場合だと追加入試の制度がないので、公
立進学をあきらめざるをえない。そんなリ
１/20(土) 第３回英語検定・数検もぎテスト
/21(日)

休講・都内私立前期入試解禁

スク処理のため、追加入試の制度を取り入れ始
めたところもある。神奈川県では今年から、医
者の診断書提出を条件に追加入試を実施するこ
とを決めた。千葉県でもそのような制度の健闘
も始まるのではないだろうか。インフルエンザ
の流行期に入試が行われるかぎり、こういった
配慮も必要なことだろう◆ところ千葉県公立入
試の制度改革にいくらか進捗が見られた。これ
までも当欄で何度か触れた記憶があるが、入試
選抜の一本化についてだ。県教委では学力検査
の一本化を、平成３３年度入試（３２年実施）
以降とするタイムスケジュールを固めた様であ
る。改善試案は以下の通り。実施時期－２月下
旬。検査内容－第１日目３教科、第２日目２教
科＋学校独自検査。学校独自検査は、面接・作
文・適正検査・学校独自問題のうちから１つ以
上の検査。そして前述の追加入試についても試
案が示されている。追検査－合格発表までに本
試験に準じた内容の検査を１日で実施。合格発
表は３月上旬に本検査と追検査の結果を併せて
発表。ところで実施予定とする平成３２年とい
えば西暦２０２０年、オリンピック年であり大
学入試制度改革初年度にもあたる。思えば平成
天皇は前年に退位され、新元号２年目である。
いろいろと感慨深い年となりそうだ。（志厚）
２/９(金) 小学生保護者面談
/10(土) 小学生保護者面談・土曜自習室

/22(月)

/11(日) 公立前期選抜直前授業

/23(火)

/12(月) 中学生学習会・小学生保護者面談

/24(水)

/13(火) 公立前期入試①・小学生保護者面談

/25(木)

/14(水) 公立前期入試②

/26(金)

２月度経費自動振替日・お楽しみ会①

/15(木)

/27(土)

第3回漢字検定

/16(金)

/28(日)

休講

/17(土) 第317回数学検定・土曜自習室

/29(月)

/18(日) 休講

/30(火)

/19(月)

/31(水)

お楽しみ会②

/20(火) 公立前期入試合格発表
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３０年度私立高校入試始まる。公立高校前期選抜まで一カ月をきる
新年を迎えて３週間を経過したばかりで
すが、いよいよ平成３０年度高校入試の始
まりです。１７日には千葉県内私立前期入
試解禁日をむかえ、続いて２２日には都内
私立の推薦入試が開始されます。県内の私
立高校入試は、２月５日以降に後期一般入試
も実施されますが募集枠が小さいので受験生
も少ないものですから、この前期入試で事実
上本年度の入試が完了します。２０日現在で
確認されている県内私立高校入試の結果は、
左表の通り１２名
県内私立高校合格実績 です。このうち国
（２０日判明分） 府台女子と東海大
国府台女子学院
１ 浦安は進学が確定
しました。
東海大学付属浦安
１
一方公立高校の
前期後期入試選抜
流通経済大柏
２
は、２月２日から
日本体育大柏
６ 前期選抜の出願が
始 ま り、１ ３，１
聖徳大附属
１ ４日に実施されま
昭和学院
１ す。前期選抜では

/21(水)

２/１(木)
/２(金) 中学1.2年生保護者面談・公立前期出願

/22(木)

/３(土) 中学1.2年生保護者面談・土曜自習室

/23(金) 公立後期入試出願

/４(日) 休講

/24(土) 土曜自習室

/５(月) 中学1.2年生保護者面談

/25(日) 公立後期選抜直前授業

/６(火)

/26(月) 公立後期出願変更

公立前期出願

今後の受験日程
２月２.６日 公立前期選抜出願
２月10日 都内私立一般入試
２月13.14日 公立前期選抜
２月20日 公立前期選抜発表
２月23日 公立後期選抜出願

/７(水)

/27(火)

３月１日

公立後期選抜

/８(木)

/28(水)

３月７日

公立後期選抜合格発表

志願変更ができませんので、ここは慎重
な受験校選びになります。しかし公立は
前後期２度の受験ができるとあって、ま
ず前期は上位校を狙い、だめであれば後
期で堅実にレベルを下げるという２段構
えの受験となっています。
公立入試では前期後期２部制を廃して
１本化する方向で検討が続けられていま
す。現在の進捗状況では、早くても平成
３２年実施の３３年度入試以降の導入と
なりそうです。

新年度学年更新届け提出のお願い
３月１日（木）から平成３１年新年度
の授業が始まります。配付中の「２０
１８年度塾要項」に添付されている学
年更新届けを、２月１５日までにご提
出願います。

保護者面談会のお知らせ
以下の日程で保護者面談会を実施いた
します。本年度最後の面談です。学年の
切り替えの時期にもあたりますから是非
ご出席ください。
詳しい時間帯等は配布中の別途案内書
でご確認ください。
中学1・2年
２月２日(金)～２月５日(月)
小学生
２月９日(金)～１３日(火）
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第３回漢字検定のご案内

数学・算数検定のご案内

１月２７日に本年度最終の漢字検定を塾内実
施します。
●３０年１月２７日(土)
小学生 午後４時～・中高生 午後６時～
●準２級～９級

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。
●2018年２月１７日（土）午後５時～

第３回英検を実施しました
１月２０日（土）、本年度最終回の第３
回英検を実施しました。受検者は１５名
（外部生含み）と少々さびしい検定でし
た。受検級は準２級３名、３級６名、４
級３名そして５級３名でした。このうち
３級では中２生徒５名がチャレンジして
おり結果が注目されます。

新中２ Ｄ‐３
新中３
高校
受験

英語

●申込み期間 締切
過去問題に挑戦

１教科コース
２教科コース
３教科コース

部
中学生の

授業料は消費税込みの料金です

火・木

英･数･国
小人数一斉授業

火・木

新中1・2
新中３
（高校受験）

は配付します「２０１８塾要項」をご覧ください。

英･数･国
小人数一斉＆個別授業

３月：5:00～7:00
(４月：7:20～9:40)
7:20～9:40

7:20～9：40

授業料 17,280円

授業料(税込)
１教科
２教科
３教科

授業日

6,480円 月～金曜日 １日～５日 通い放題
10,800円 Ａ4:30～5：20 Ｂ5:00～5：50
14,040円 Ｃ5:30～6：20 Ｄ6:00～6：50

のみ 8:10～9：00

数学
英語
国語
理科
社会

部
高校生の

これまで通りの指導方式ですが、学習科目
は受講教科数の中で自由に選べます。

の部
高校受験

Ａ 5:50～ 6：40
Ｂ 6:50～7：40
月～土
Ｃ 7:50～8：40
Ｄ 8:50～9：40

・１教科コース 50分×2コマ/週
11,880円
・２教科コース 50分×4コマ/週
20,520円
・３教科コース 50分×6コマ/週
27,000円
・理社追加選択 50分×2コマ/週
6,480円

学校によって教科書のレベルや進度がまったく異なりますから、学
校の教科書の進度にそった予復習の指導を行っています。数英とも
に予復習と定期テストに的を絞り、内申点アップを目ざします。

学年

教科

コース

１・２・３年

数学
英語

週２
週３
週４

授業料(税込)
・週２コマ
・週３コマ
・週４コマ

12,960円
17,280円
20,520円

授業日
火・木・金
Ｂ6：50～7：40
Ｄ8：50～9：40

Ｃ7：50～8：40

授業料 17,280円

授業料 23,760円

月・水・金 ３科コース月曜は国語
３科 E-3 英･数･国

コース

●対策講座 ２月１０日午後５時～

午後７時～９時30分
午後２時～８時

５科 E-5 英･数･国・理･社

教科
算数

総合授業（グループレッスン）
Ｃ‐３
２クラス

学年

３～６年 国語

ＡＩＭ 20１８年度授業体制（３月１日～）のご案内

新中１

ＡＩＭの小学生クラスは昨年同様すべて個別指導で、時間無制限・
通い放題のフリープランとなります。１教科コース、２教科コー
ス、３教科コース。受講科目の組合せで、週１日～５日まで何度通っ
ても月額授業料は定額です。

部
小学生の

６級（小６レベル）７級（小５レベル）

自習室開放時間

ＡＩＭの本年度の授業は2月末日で修了します。３月１
日の木曜日から新年度の授業が始まります。詳しく

個別指導（プライベートレッスン）

●４級（中２レベル）５級（中１レベル）

新年度より（３月１日～）中高生の皆さんのために自習室を常時開放します。受験勉強
ばかりでなく、学校の授業の予復習や宿題など日々の学習の場所としてご利用くださ
い。自習室ですが、講師に余裕がある場合は学習指導・アドバイスを行います。また、
塾内設置の教材やコピー機などの設備の利用ができます。

月～金曜日
土曜日

Page 3

第３８８号

授業料 19,440円

紙芝居とハローキッズｲﾝｸﾘｯｼｭそして手作
り軽食を楽しむお楽しみ会は、小学生の皆
さんを対象に毎月開催しています。１月は
26日、31日に実施します。今月の紙芝居
は「天人のはごろも」、皆で作る手作り軽食
は「スチックもちのハムチーズ巻き」です。

２月授業料
自動振替日は、
１月２６日（金）
です。

