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 夏期講習お疲れさまでした。 特集と連載 

 

模試のご案内 

【中学 3 年生 フクト】 

 実施日 9 月 22 日(日) 

 返却予定日 10 月初旬 

【中学 3 年生 フクト】 

 実施日 10 月 13 日(日) 

 締切日  9 月 27 日(金) 

【中高一貫模試】 

 実施日 10 月 13 日(日) 

【中学 3 年生 福岡県模試】 

 実施日 10 月 13 日(日) 

 締切日  9 月 27 日(金) 

 

授業日程に関してご注意ください 

セミナー通信や年間・月間カレンダーなど

の文章やお電話でのご連絡なしに、授業が

お休みになることはありません。 

 

※ 9 月 16 日は、祝日ですが授

業を実施します。 

 

送迎に関するお願い 

各教室とも、送迎の際の混雑等でご迷

惑をおかけしています。お迎えの時間や駐 

車位置に関して、ご協力お願いいたします。 

 

第 2回英語検定のお知らせ 

2019 年第 2 回英検が 10 月 5 日

に実施されます。（申し込みは締め切り

ました。）受験される生徒さんは、しっか

り準備をしましょう。 

 

職員の軽装・冷房について 

6 月より軽装にて失礼させていただきま

す。重ねて、冷房機器についてのご連絡

です。 

 

中学３年生土曜講習が始まります。 

 10 月末より中学 3 年生を対象とした

土曜講習が始まります。 

 

 

連載 英語あれこれ   第 44回 

千田 浩未 

祝日  September 2019 

 文房具店で、来年の手帳が並ぶ季節にな

りました。私にとって、自分に合う手帳を選ぶ

のはとっても幸せな時間なのですけれど、皆さ

んはいかがですか？ ・・・・３ページ 

お知らせ 

 セミナー通信で「論語を読もう」を連載さ

れていた神谷裕司先生による『論語を読も

う 連載終了記念講演』が行われました。 

月間カレンダー 

9～10 月の予定です。ご確認ください。 

   ・・・・４ページ 
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送迎に関するお願いです 

 

生徒さんの送迎で何かとご負担をかけております。車でお迎え

の保護者の皆様にお願い申し上げます。先日警察の方より駐車

箇所に関して指導をいただきました。以下のことにご注意ください。 

碓井教室正面、飯塚信用金庫様のキャッシュディスペンサーの

利用時刻は、8:45～20:00 までとなっております。上記の時

間内におきましては、キャッシュディスペンサー前の駐車スペース

のご利用はご遠慮ください。 

潤野教室横、竜王マンション駐車場入り口への駐車はご遠慮く

ださい。 

お迎え時の混雑を避けるため、授業終了後１０分を目途にお

迎えに来ていただけるようお願い申し上げます。 

お願い事ばかりで恐縮ですが、ご協力お願いいたします。 

飯塚セミナー 飯塚事務局 ℡ 0948-25-1065 

碓井教室   ℡ 0948-62-3549 

    代表 野見山 廣保 

    教室長 藤中 紘史 

 

通常授業のお休みに関してご注意ください 

 

授業がお休みになる場合は飯塚セミナーから文章・お電話で

の連絡をいたします。生徒さんに休講や授業の振り替えの連

絡・伝言をお願いすることはございません。 

第 5 週目がお休みになる場合や、各曜日 4 回授業実施のた

めに調整した休校日につきましては、セミナー通信や同封してお

りますカレンダー、またはお電話にてご連絡致します。なお、部活

や用事で遅刻・欠席になる場合は、必ずご連絡いただきますよ

うお願い致します。 

 

編集後記 ~まとめの文~ 

ま 神谷先生の講演会の後も、楽しい話がいっぱいでした。 

と 高校生は運動会お疲れさまでした！3 年生は気持ちを切り替え

て受験に向かいましょう！ 

め 秋が来たと思ったら、まだまだ残暑が厳しいですね…。 

の 秋といえば食欲の秋ですが、受験生は勉強の秋にしましょう。 

ふ 稲刈りをしました。早く新米が食べたい。 

み ビッグベイビーを産んできます。感謝感謝、ほんとに感謝です。 

2019年 第二回 英語検定の案内 
 

2019 年 第二回実用英語技能検定(英検)を飯塚セミナーで

実施いたします。多数のお申込みありがとうございました。 

本番まで 1 か月を切りました。自宅学習も頑張りましょう。 

一次試験 10 月 5 日(土) 

二次試験 11 月 10 日(日) 

※３級以上の一次合格者 

場所：一次試験 飯塚セミナー 潤野教室 

時間：級によって異なります。受検者の方は今回同封の

案内をご確認ください。(1 次試験免除の方は、2 次試験

のみです) 

 

ただ英語を勉強するだけでなく「英検に合格する」という目標を

持ち勉強することで、スキルアップができます。大学受験においても、

特定の級を取得している場合は英語の点数加点や免除といった

措置をとる大学も増えています。 

【過去問もたくさんありますので、次回の受検を検討している方

や、勉強に使いたい方はお申し出ください】 

 

中学 3年生土曜講習が始まります。 

 

10 月末より中学 3 年生を対象とした土曜講習が始ま

ります。土曜講習では夏期講習で行ったように、高校入

試対策、志望校合格のための実践的な演習・解説などを

開催する予定です。 

 

◎各教科での主な内容 

国語 課題作文、古文読解対策 

数学 方程式の応用題、平面図形の証明 

社会 論述問題の記述の仕方について 

理科 記述式の問題対策 

英語 リスニング、自由英作文、論述式問題 

 

冬期講習と連動した内容となりますので、できる限り受講

いただけますようにお願い致します。 
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『論語を読もう 連載終了記念講演』 

 

 セミナー通信に『論語を読もう』を連載していただいた神

谷裕司先生による 『論語を読もう 連載終了記念講演』

が 8 月 17 日(土)に開催されました。『論語を読もう』で

語られた、孔子という人物をさらに知っていく良い機会にな

ったと思います。 

 講演の際に使用されたレジメがありますので、ご希望の

方はお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の夏の軽装、冷房機器運転について 

 

 6 月 1 日より９月 20 日の間、講師・職員はノーネクタイ・軽

装で失礼いたします。軽装で失礼しますが、今後とも授業には緊

張感をもって臨みます。また、6/15~9/15 までの期間、外気温

が 29 度を超えた場合、冷房機器の設定温度を 28 度にして冷

房機器を運転いたします。教室が暑いかもしれませんが、ご協力

をお願い致します。 

なるべく涼しい恰好で(ただし、常識の範囲内の服装)で授業

を受けてください。また、水筒などを持参してください。 

 

英語あれこれ 解答 

 Coming of / Foundation / Emperor’s Birthday / 

Constitution(al) / Marine もしくは Sea / Mountain / 

Respect … Aged / Equinox / Health / Thanksgiving  

 

英語あれこれ  第４４回 

September 2019 

祝日 

 文房具店で、来年の手帳が並ぶ季節になりました。私にとって、自

分に合う手帳を選ぶのはとっても幸せな時間なのですけれど、皆さんは

いかがですか？ 

 で、スケジュールを決めるのに気になるのが来年の祝日！と言うことで、

まずは、日本の祝日を英語でどう表現するのか確認してみましょう！ 

New Year’s Day              January 1 

                  Age Day            Second Monday of January 

National                 Day         February 11 

The                                   February 23 

Vernal Equinox Day                    Around March 20 

Showa Day            April 29 

                 Memorial Day        May 3 

Greenery Day           May 4 

Children’s Day           May 5 

               Day                    Third Monday of July 

               Day               August 11 

R           for the A         Day     Third Monday of 

September 

Autumnal             Day           Around September 23 

            and Sports Day            Second Monday of 

October 

Culture Day               November 3 

Labor                  Day           November 23 

  

 いかがだったでしょうか？空欄埋まりましたか？（解答は左に） 

 体育の日は以前は不動の 10 月 10 日でした。1964 年の東京オ

リンピックの開会式の日だったからです。（来年も 10 月のオリンピック

だったら、暑さ対策も楽だったでしょうけれど。）で、その来年の the 

Tokyo Olympics / Paralympics のため、いくつかの祝日が移動

します。海の日は 7 月 23 日（木）へ、体育の日は「スポーツの日」

と改称され、オリンピック開会式がある 7 月 24 日へ、そして、山の日

は 8 月 10 日へ。 

 祝日はそれぞれ意味があって生まれたもの。それを動かしてしまう「効

率的な」考えで失われるものって、実は、かなり大きいような気がしてい

ます。 
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　　提出などの締切・模試データ返却予定日 　　　模試 　　　集中講座/補習/試験対策

　　　　学校行事 　　　銀行口座振替日

　　2019年9月15日～2019年10月26日　　網掛け日の通常授業はありません。

日 月 火 水 木 金 土

9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日

※祝日ですが

　授業があります

　　中・高生

　　定期考査対策

9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日

    　中学3年生

      9月　フクト

予備日

※通常授業は

　　ありません

     10月

中高一貫模試締切

     10月

フクト・県模試締切

　　中・高生

　　定期考査対策

9月29日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日

　　口座振替日 　　第二回

　　英語検定一次

　　定期考査対策

　　嘉穂附属中

　募集要項説明会

10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日

　　中学3年生

    福岡県模試

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日

    　中学生

      10月　フクト

　　中高一貫模試

※祝日ですが

　授業があります

　　嘉穂高校

　　2年生修学旅行

10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日

　　嘉穂高校

　　2年生修学旅

行

※祝日ですが

　授業があります

　　中学3年生

　　土曜講習①

上記日程以外ご家庭への連絡なしに「お休み」「休講」になる事はありません。

変更になる場合は、ご家庭へ文書・お電話にて事前にご連絡いたします。

※この間の自習室の利用時間については、お電話でご確認ください。変更になる場合がございます。

中間・期末対策授業は、学校によって対策授業の日にちが異なります。予め書面にて生徒さんに連絡いたします。

　電話／　潤野教室0948-25-1065　碓井教室0948-62-3549

　ホームページ／http://www.iisemi.com

※授業料等の口座振替日は毎月29日です。次回は9/30(月)となります。


