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松戸市稔台1-14-1 サンライト稔台
Ｔｅｌ ３６８－２７２９ Ｆａｘ３６８－２１８９
当AIM通信Twinkleが現在の仕様になってちょうど
２０年を経過しようとしています。号数でいうと月刊
ですから240号分、当号が39２号なので152号がこ
れにあたります。先日パソコンのファイルを整理し
ていたら、この１５２号を見つけました。いくらか文
字バケがあったので、調整をしプリンントアウトして
みますと…。以下は２０年前の当欄の記事。
ＡＩＭ通信は今号から体裁が変わりました。世の
中何事もコンピューターの時代。どうにかこうにか
パソコンソフトが使えるようになりましたので、パ
ブリシティー９８という編集ソフトを使って発行する
こととしました。これまでのような切り貼り制作の

主な行事予定

そうなんです、これ以前の151回分の通信はワープロで
作成した原稿をいったんプリントアウトし、これを切り貼り
して誌面を作っていたのですね。ですから元の原稿は
残っていません。ところでこの152号は、1998年6月18日
発行となっています。誌面には夏期講習会、進学説明
会、１学期保護者面談といったことが告知されています。
20年たって塾内行事はそう変わるものでないことが、よく
分かります。変わらないのは夏期講習の費用も同様、例
えば中３生の総合５教科のクラス、総授業時間数は８０時
間で同じ、講習費 は税込 みで 20 年前54,600 円、昨年
54,000円。これはバブル崩壊後、1990年頃から始まる日
本経済の「失われた20年」に符号しますね。まさに日本
はデフレ経済のもとで、足踏み状態の20年を過ごしてい
たことが実感できますね。（志厚）
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平成３１年度千葉県公立高校入試日程確定
来年度の公立高校入試の日程は下表の通り
となります。今年の入試（３０年度）とほと
んど変わっておりません。
◆前期選抜 前期選抜は二日間で行われ、初
日は5教科の学力検査が実施されます。二日
目には面接、作文、自己表現、適正検査等各
学校が一つ以上の選抜方法を選択し実施され
ます。二日間の成績を数値化して合算し合否
が判定さます。一部の部活を優先する選抜方
法を採る学校を除けば、いずれも初日の学力
検査成績が重視されます。どの高校を受験す
る場合も、まずは相応の学力を身につけるこ
とが望まれます。
前期選抜では出願後の志願変更ができませ
んので慎重な学校選びが大切です。

◆後期選抜 後期選抜は普通科では前期選
抜の4割程度の募集規模となります。平均倍
率は1.4倍前後と前期選抜と比べれば低下す
るとはいえ、100人で40人が不合格になると
思えば、かなり厳しい現状です。選抜試験
は１日で実施されますが、学力検査は前期
同様５教科です。
後期では前期の結果をみて受験校を選定
します。しかしながら、同一高校を再チャ
レンジしたいと願う生徒も多いものです。
願書提出後に志願校の変更期間があります
から、志願倍率をみて受験校を変更するこ
とができます。ここでもう一度適切な受験
校かどうかを客観的に判断する必要があり
ます。

平成３１年度公立高校入試日程
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第３９２号

時代は、そろそろ終わりのようです。「おまえも終わりだ」
といわれぬよう、中年男もパソコンのご機嫌とりというわ
けです。しかしこのパソコンという奴、つきあえばつきあ
うほど深い奴で、こやつの深情けにおぼれてしまいそ
う。しかし機械相手の不倫なら奥様も怒らぬでしょう。

来年度の公立高校入試日程は右の表の通りとなります。
前期選抜の願書提出日は土日を挟んで２月１日と４日になります。志願変更はできませ
んので注意しましょう。検査日は１２日と１３日の２日間です。１２日に５教科の学力
選抜、翌１３日には面接等学校
平成３１年度 千葉県公立高校選抜日程
別の選抜が実行されます。選抜
結果は１９日（火）の午前９時
前期選抜
後期選抜
に全校一斉に発表されます。後
２月１、4日
２月２２日
期選抜の願書提出は２２日です 入学願書提出
ので、前もって志願校を決めて
志願変更
なし
２月２５.２６日
おきましょう。志願変更は２
２月１２、１３日
２月２８日
５、２６日で可能です。２３日 検査実施
に判明する志願倍率結果をみて 選抜結果発表
２月１９日
３月６日
慎重に判断しましょう。
入学確約書提出 ２月２０日～２２日
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英検・漢検

土曜キャリアアップ講座実施中

土曜の午後および夜の時間を活用する、
英検・漢検キャリアアップ講座を実施して
います。
英検では６月第１回検定のための前期講
座と１０月第２回検定のための中期講座を
同時開講中です。前期講座には準２級に２
名、３級に２名、４級に８名そして５級に
１名と、計１３名が受講中です。第１回検
定まで残すところ２週間、いよいよ最後の
追い込みに入りました。
中期講座は募集を始めたばかりで、１９
日から授業が始まりました。現在登録者は
５名ですが、第１回検定の結果次第で参加
者が増えることが見込まれています。対応
する検定級は２級から５級まで、ただし小
学生の５級受験については、平常の授業の
中で対応しますので、受講対象者は中学生
と高校生になります。また塾生ばかりでな
く外部生も受け入れておりますので、ご家
族あるいはご友人でご希望の方がおられま
したら、ご紹介ください。
講座は原則土曜日に開講されています
が、欠席の場合あるいは受講s時間数が不
足する場合は、月～金の授業時間帯でもお
引き受けしています。土曜日の授業は午後
２時５０分～午後９時４０分の間に５０分
で６コマ設定しています。
コースはレギュラーコースとスピード

平成３０年度

アップコースがあり、授業料も一括払い
と分割払い（４～６回）があります。
漢検対策講座は５月１２日（土）から
開講しています。まずは７月１３日実施
の 第１回 検験 のため の全 ９回の 講座 で
す。土曜日の受講時間帯は午後２時～９
時で１コマ５０分になります。時間内で
あ ればご 自分 のスケ ジュ ールに あわ せ
て、比較的自由に予定を組むことができ
ます。７月検定まではわずか２カ月の集
中講座です。受験級のテキストを支給し
ますので、自宅が学習をすすめてくださ
い。講座では過去問題を使った実践的な
授業となります。尚、７月の検定までに
準備が間に合わない場合は、１０月実施
の第２回検定に照準を変更します。
漢検突破 キャリアップ講座概略
学習日：５月１２日～７月７日の間、毎
週土曜日９コマ。
費用：講座費５，４００円
(初回時一回払い）
教材費１，６００円
（漢検ステップ、プリント、過去問題）
検定料：1,500円～2,500円
＊検定申込時にお支払いいただきます。

第１回英語検定、漢字検定

塾内実施へ

第１回英語検定（１次）

第１回漢字検定

日時：６月２日(土)
午後７時集合
体育祭・部活の関係で午後７時
集合とします。
会場：ＡＩＭ
級位：２級～５級
申込終了

日時：７月１３日(金)
午後７時20分集合
部活等で間にあわない方は相談
してください。調整します。
会場：ＡＩＭ
級位：２級～８級
キャリアアップ講座受付中
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先日千葉県教育委員会から、今春の公立高校入試の平均点が公表されまし
た。公立入試問題は、前期５教科各６０分、後期は５教科各４０分で、得点は
ともに各科１００点計５００点で作られています。教育委員会では平均点６０
点５科３００点をイメージして作問をしています。年度によっていくらか上下
がありますが、ここ６年はやや得点が高くなっています。今年の受験では前後
期ともに２９０点台となりました。下表は３０年度入試の平均点です。

３０年度

国語

社会

数学

理科

英語

５教科

前期

63.2

52.9

58.5

60..0

59.7

294.3

後期

55.7

56.0

62.0

67.5

49.7

290.9

過去６年間の平均点の推移
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千葉県公立高校入試の一本化、ついに決着
ここ数年議論されていた高校入試の一本化は、３月２０日付の教育委員会の公示の
通り、平成３３年度入試（現中学１年生の受験年度）からの導入が確定しました。
細かい日程は未定ですが、概要は以下の通りです。
この入試改革でのもうひとつの留意点は「追試験」が導入されたことです。
追試験とは、インフルエンザ等による特別な事由で欠席となった受験生に対する対
応です。受験日と発表日の間に１日入試を行い、合否発表は本検査と同一日に行わ
れます。
１、選抜の実施開始 平成３３年度入試（現中１生徒受験年度）
２、本検査 検査日は２月下旬の２日間
第１日 学力検査３教科
第２日 学力検査２教科と各学校が定める検査（面接、集団討論、自
己表現、作文、小論文、適正検査、学校独自問題のうちから
いずれか一つ以上）
３、追検査 検査日程 本検査を結果を発表するまでに実施（１日）
検査内容 本検査に準じる
４、結果発表 本検査と追検査の結果を併せて同一日に発表

