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 秋になりました。 特集と連載 

 

模試のご案内 

【中学生 10 月フクト】 

 返却予定日 10 月 25 日(金) 

 

【中学 3 年生 10 月 福岡県模試】 

 返却予定日 10 月 25 日(金) 

 

【中学 3 年生 フクト】 

 実施日 11 月  3 日(日) 

 申込み締切 10 月 21 日(月) 

 

【中学 3 年生 福岡県模試】 

 実施日 11 月 10 日(日) 

 申込み締切 10 月 21 日(月) 

 

【小学５・６年生 11 月 一貫模試】 

  申込締切  10 月 28 日(月) 

  実施日  11 月 17 日(日) 

 

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。 

※ １０月２９日・３０日・３１

日、１１月１日・２日は、通

常授業はお休みになります。 

＊自習室は利用できます。 

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

に実施されました。3 級以上の一次試験

を合格された方は、11 月 10 日に二次

試験があります。 

 

 

 

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。詳しい内容は、今

回同封している案内をご確認ください 

 

私立高校の説明会 

今年出席した高校の特徴や変更点、今後の

体験入学等の日程をご紹介します。 

 

連載 英語あれこれ   第 4５回 

千田 浩未 

定期テスト廃止   

October 2019 

学校の中間テストや期末テストなんて、な

かったらいいのに！と思ったことありません

か？・・・・３ページ 

月間カレンダー 

10～11 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 南東の空の高いところに「秋の四辺形」を含むペガスス座が。 

と 土曜講習が今月から始まります。中学３年生はここが正念場！ 

め ずいぶん涼しい日が続いています。体調を壊さないようにね。 

の 小学生は本当に元気がいい。いつも元気をもらっています。 

ふ あっという間に寒くなりましたね。鍋がおいしい。 

み 碓井教室のゴーヤに花が咲いています。すごい生命力！ 

2019年 第二回英語検定についての案内 

 

2019 年 10 月に英語検定が潤野教室にて実施されました。 

多くの生徒さんが受検され、合格に向けて頑張ってくれました。

お疲れ様です。 

発表予定は 10/21(月)以降です。2 次試験がある方は、

面接に向け対策を行います。頑張りましょう。 

 

一次試験合格発表(当校のみの確認)…10/21(月)午後 

二次試験（面接）…11/10(日) 

 

 

中学 3年生土曜講習が始まります。 

 

10/26 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 課題作文を書ける力を身に着ける。古文読解対

策 

数学 方程式の応用代、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 

 

日程や詳しい内容に関しましては、同封しておりますご案

内、セミナー通信のカレンダーにてご確認ください。 

10 月・11 月に関しましては、下記日程にて行います。 

10 月 26 日／11 月 2 日、30 日 

なお、その他の土曜日は試験対策等を実施します。 

 

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。 

 

  



セミナー通信 ／  
 

 

特集 私立高校説明会・体験入学等の日程 

 

 毎年この時期になると、多くの私立高校で塾対象の説明会が

実施されます。皆さんが受験される学校を中心に、毎年可能な

限り足を運び最新情報を入手するようにしています。今年出席

した高校の特徴や変更点、今後の体験入学等の日程をご紹

介します。 

 

飯塚高校 

特進だけでなく、製菓・保育・自動車・スポーツなど多彩なコ

ースが設置されているのが大きな特徴の高校です。今年の入試

制度等で大きな変更点はありません。近年ではグローバル教育

プログラムという新しい教育プログラムを取り入れ、実践的な英

語教育を行っています。2020 年度からの「大学入学共通テス

ト」を見据え、聞く・読む・話す・書くの 4 技能を伸ばすためネイ

ティブ教員による授業が行われているそうです。 

 

近大福岡高校 

スーパー特進コースをはじめ、大学進学の実績においての躍

進がここ数年目立つようになってきました。今年度入試からは募

集定員の変更があり、特進１２０名（昨年は８０名）進学

８０名（昨年は１２０名）となっています。また試験時間に

も変更があり、一般入試の時間が４５分から５０分へ変更さ

れます。（※専願入試は昨年と変わらず４５分）専願入試

での進学希望者が増加しており（入学者全体の約８０％）、

「滑り止め」という認識から、「第一志望の選択肢の１つ」へと変

わりつつあります。今後は１１／２(土)に看護科体験が、 

１１／９(日)にオープンスクール・「入試問題に挑戦」が実施さ

れます。 

 
 

 

英語あれこれ  第４５回 

October 2019 

定期テスト廃止 

 学校の中間テストや期末テストなんて、なかったらいいのに！と思った

ことありませんか？実は、ご存知の人もいらっしゃるでしょうが、現在、中

学校の一部で、定期テストを見直す動きが出てきています。最初に話

題になったのは、千代田区立の麹町中学校でしたが、福岡の中学校

でも定期テストの回数を減らすところが出てきた、という記事を先月新

聞で読みました。個人的には、それによって生まれる、生徒と先生それ

ぞれの工夫が、「学ぶ」ということの本質に近づきそうで、なかなかいいん

じゃないかと感じています。 

 糟屋郡の須恵中学校では、定期テストは、学期１回のみ！ノート

の持ち込みも可能になったそうです。すると、持ち込みが認められたこと

で、ノートの取り方を工夫し始めた生徒がでてきたとのこと。その話を聞

いた時、私自身が担当している予備校の学生の姿が目に浮かんでき

ました。実は黒板に板書したことをノートに取らない学生は、以前に比

べ、圧倒的に増えています。皆さんは、いかがですか？ 

 もちろん、いろんな先生がいて、必要じゃないことを書く先生もいらっし

ゃるかもしれませんが（苦笑）基本的には（飛び抜けて記憶力がい

い、ということでない限り）メモを取ることは、できるだけ多くの自分の感

覚を活かして身に付けることにつながり、学習にプラスだと思うのですが、

書くという動作につながらない学生、結構多いと感じています。 

 ただ、もう一方で、講師の私は白と黄色２色のチョークしか使わない

にも拘らず、自分の判断と工夫で、色を加えたり、イラストを添える学

生もいて、感心させられることがあるのも確かです。もしテストにノート持

ち込み可能、ということになれば、言われたこと、書かれたことだけを単

に写す、ではなく、「自分で工夫する」という学びにつながるのではない

かと思います。もちろん定期テストを減らした学校では、教科書の単元

ごとの小テストが実施されているところが多く、「普段から気が抜けなくて、

大変！」という生徒の声も聞きます。けれど、一夜漬けで、テストが終

わったらすぐ忘れる、という勉強より、日常的に自分で自分の足りない

ところを考え、判断し、必要であれば友達の助け、先生への質問を通

して、理解していく、という方が、これからやってくる問題解決の時代に

必要な力をつけていくことにつながるに違いありません。学校の定期テ

スト、有るのと無いのとでは、自分にとってどちらがプラスになりそうです

か？ 

  

すき間を埋めるコラム 

「数」のこと その１ 

１について 

・最小の正の整数 

・0 の次で 2 の前の整数 

・英語の序数詞では、1st、first 

・ラテン語では unus（ウーヌス）で、接頭辞 uni-はこれに由来 

三菱鉛筆の uni は、「ただ一つの」を意味する unique か

ら名づけられた。 

・１は初めは横線だった。  
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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10月13日～2019年11月23日　　網掛け日の通常授業はありません。

日 月 火 水 木 金 土

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

　中3フクト

　　　県模試

　　　申込み締切

※祝日ですが

　授業があります

　　中学3年生

　　土曜講習①

10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 11月2日

　 小学５・６年生

　　一貫模試

　　申込締め切り

通常授業は

　お休みになります

　　口座振替日

通常授業は

　お休みになります

通常授業は

　お休みになります

通常授業は

　お休みになります

※一部の高校生

は通常授業があり

ます

　　中学3年生

　　土曜講習②

※高校生の通常

授業はお休みにな

ります

11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日

　　中学3年生

    11月　フクト

※祝日ですが

　授業があります

　　中学生

　　定期考査対策

11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日

　　中学3年生

    福岡県模試

　　中学生

　　定期考査対策

11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日

　　11月

　　中高一貫模試

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10/29(月)となります。


