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  秋の織田廣喜美術館 琴平公園（現在は通常展のみ） 

 

  琴平山から上がる 

       中秋の名月⇒ 

  今年の中秋の名月は 

10月 1日です。 

詳しくは 3 ページをご覧く 

ださい。 
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  特集と連載 

模試のご案内 

【中学生 8月フクト 8月県模試】 

 受験生へデータをお渡ししていますのでご

確認ください。 

【中学生 9月 フクト】 

 返却予定日  9月 25日(金) 

【小学生 5,6年生 9月中高一貫模試】 

 返却予定日  9月 18日(金) 

【中学 1,2,3年生１０月フクト】 

模試込締切  9月 28日(月) 

 実施日 10月 11日(日) 

 返却予定日 10月 23日(金) 

 ＊QR コードから県模試・フクトのお申し

込みができます。 

【中学 3年生 １０月県模試】 

模試込締切  9月 28日(月) 

 実施日 10月 4日(日) 

 返却予定日 10月 23日(金) 

【小学生 6 年生 １０月中高一貫模試】 

 模試込締切  9月 24日(木) 

 実施日 10月 11日(日) 

 返却予定日 10月 23日(金) 

「近大付属福岡高校」の説明会

に参加しました。 

今年度の入試から変更になった点をお

知らせします。 

9月 22(火)，23(水)  

通常授業はありません。(休講になった

授業のための予備日となっています。) 

9月 21日(月)は 9月 7日の台風襲

来による休講の振替授業を実施いたしま

す。 

この間の潤野教室自習室は利用できま

す。 

自習室利用時間 

ホームページでご確認ください。

https://iisemi.net 

潤野教室自習室利用時間 

 

高校オープンスクールのご案内 

 各校 事前の申し込みが必要です。 

 

不定期連載 面白いかな算数 

 起算日のゼロ 

 

特集 大学入試情報 

・新型コロナウイルスの感染によって受験

できなかった受験生への対応 

・入試方法の変更 

・20~21年度 大学入試の主なスケジ

ュール 

連載 英語学習用 

英語ニュース見出し 05 末次賢治 

【Disney posts major losses 

amid pandemic.】 

⇒ディズニー社、コロナ禍の中で損失計上 

 

月間カレンダー 

９月から 10月にかけての予定になりま

す。ご確認をお願いします。 

   ・・・・8 ページ 
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「近大付属福岡高校」の説明会に参加しました。 

 

 9月 9日(水)に、「近大付属福岡高校」の塾対象説明会が

開催されました。今年度の入試からの変更点をお知らせいたし

ます。 

 出題範囲に関しては、基本的に従来通り実施されるとのこと

です。また、専願入試・一般入試どちらの入試形態においても、

今年度から英語にリスニングテストが導入されます。ただし、5分

程度の基礎的なもので、受験時間に変更はありません。(専願

入試 40分  一般入試 50分) 

 また、専願入試に関しては、新型コロナウイルスが原因で受験

ができなかった場合の対応として、一般入試を追試験にすると

の発表がありました。そのため、今年度の一般入試は午前中に

国・数・英 午後に理・社が実施されます。一般入試に関して

も、別途追試験を検討中とのことです。 

 上記以外にも、大学入試関連の情報も多数ありましたので、

質問がある場合は、事務室までお問い合わせください。 

 

台風による、授業振替の案内 

 

 9月 7日の台風襲来に関して、各ご家庭におかれまして、台

風による被害はありませんでしょうか。飯塚セミナーでは瓦が一

枚ずれたものの、幸いにも、大きな被害はありませんでした。 

 飯塚セミナーでは、年度の初めに、このような悪天候による休

講の対応として予備日を設けていました。9月 7日の振替授

業は予備日である 9月 21日に行います。 

以下、ご確認ください。 

 

9/21(月)  9/7(月)台風による休講の振替。 

9/22(火)  予備日のため通常授業はありません。 

9/23(水)  予備日のため通常授業はありません。 

 

 潤野教室の自習室は利用できますので、ホームページより開

館時間をご確認ください。 

 

https://iisemi.net  潤野教室自習室利用時間 

 

近大福岡 オープンスクール 

第 1回オープンスクール(9月 26日 土曜) 

第 2回オープンスクール(10月 24日 土曜) 

第３回オープンスクール(11月 14日 土曜) 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各回（午前・午後）、

中学生は 150人、保護者は中学生１人につき 1人まで。 

ホームページでのみ、申し込みを受付。 

第 1回と第 2回は「オープンスクール」「部活動体験」 

第 3回は「入試まるわかりチャレンジ」 

第 1回と第 2回に関しては、ほぼ同一の内容。1人 1回のみ

の参加。 

第 3回は内容が異なるので、誰でも参加可。 

詳細は近畿大学付属福岡高校のホームページでご確認くださ

い。 

 

飯塚高校 オープンキャンパス 

第２回オープンキャンパス(１０月３日土曜日実施) 

申込締切日 令和２年９月 25日（金） 

中学校を通して申込。＊個人での申し込みは、不可。 

 

嘉穂高校 体験入学 

 9月 26日 土曜 

 

嘉穂東高校 体験入学 

 9月 25日 金曜 

 

 

大学のオープンキャンパスはほぼ終了しましたが、一部今後開催

予定の大学があります。 

福岡県立大学 2020/09/26 (土) 

九州国際大学 2020/10/03 (土) 

日本赤十字九州国際看護大学 2020/11/01 (日) 

北九州市立大学 国際環境工 １１月上旬開催予定 

 また、今年度はコロナ感染予防のためWeb上でのオープンキ

ャンパス開催となった学校が多いため、ネット上での学校案内動画

が充実しています。オープンキャンパスに参加できなかった方も興味

のある学校のWeb サイトをご覧になってはどうでしょうか。 

  

https://iisemi.net/
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中秋
ちゅうしゅう

の名月 

中秋の名月は旧暦 8月 15日の十五夜の月のことです。 

今年は 10月 1日が中秋の名月です。 

日本では月の満ち欠けと太陽の動きをもとに作られた太陰太

陽暦という暦を作り、農業や暮らしに役立てていました。これを

旧暦といいます。 

旧暦の秋は 7,8,9月で、その真ん中の 8月の真ん中である

15日を「中秋」と呼び、その晩に上がる月のことを「中秋の月」と

言っていました。(15日の月なのでそれで十五夜と言います) 

旧暦では新月の日を 1日とします。月の満ち欠けは 29.5

日周期なので 1 ヵ月が 29日ないし 30日です。ですから毎月

15日には満月か、ほぼ満月に近い月となります。 

現在の暦と旧暦には 1 カ月～2 か月のズレがあるので、現

在の中秋の名月は 9月後半～10月初旬になります。 

上記のように 15日の月は満月か、ほぼ満月に近い月なの

で。中秋の月が満月とは限りません。現に今年は 10月 2日が

満月です。(もっと詳しく言うと満月の時刻は、10月 2日 6時

05分です。) ほんのちょっとずれてしまいました。 

コロナ騒ぎで心が落ち着きませんが、ちょっと名月を眺めてみ

ようかと思っています。（文責 増山） 

 

 

 

おもしろいかな算数 

ゼロについて(2) 起算日のゼロ 

 

前回「紀元も元号も０年は存在しません。」「天文学では

紀元前１年を 0年とし、紀元前２年を－1年としています。」

と基点を表すゼロについて書きましたが、今回は起算日のゼロ

についてです。 

 

ある出来事の期間が満了するときは、起算日の前日が満

了日(定められた期限が来て期間が終わる日のこと)となります。

注 ここから少し話がややこしくなります。 

 

起算日は初日を除く翌日とするので、期間が終わる(満了

する)日はある出来事が起きた日の翌日（起算日）の前日

だから、ある出来事が起きた日となります。 

 

ところが、年齢計算の場合、例外的に誕生日を起算日とし

ているので、満了するのが起算日（誕生日）の前日というこ

とになります。 

日本の法律では、誕生日の前日の午後 12時に満了し

１つ年をとることになるので、毎年やってくる誕生日は法律上

は「1 つ歳をとった日の翌日」ということになります。 

4月 1日生まれの人はその年の 1月～3月に生まれた人

と同じ学年になり、4月 2日に生まれた人は次の学年になる

わけです。 

2月 29日生まれの人は法律上は毎年 2月 28日午後

12時に１つ年をとることになります。 

 

さらに、年齢には「数え年」という数え方があります。 

数え年は、生まれた時の最初の年を１年とし以降１月１

日が来るごとに１歳ずつ加える数え方です。 

数え年では 12月 31日に生まれたらその時が１歳で翌日

元旦を迎えると２歳になります。 

「数え年」では０歳がありません。 

韓国では数え年で年齢を数えるそうです。 

妊娠した時も「妊娠０カ月」はありません。 

競走馬は生まれた時０歳で元旦を迎えるごとに１歳加え

ていきます。 

ゼロについて(2)「起算日のゼロ」終わり 続きはまた次号 

  

https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9A%E3%82%81
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%9F%E9%99%90
https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%A5%E3%81%A6
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特集 大学入試情報 

西日本新聞 2020年 9月 7日の朝刊に 2021年度入

試でのコロナ感染者救済策 出題範囲変更についての情報

が掲載されましたので一部ご紹介いたします。 

今後 受験科目、受験範囲、受験日程など変更される場

合が考えられます。インターネットなどでこまめに確認してくださ

い。 

以下西日本新聞の記事をまとめました。 

新型コロナウイルスの感染によって受験できなかった受験

生への対応について 

・国立大校の多くが一般選抜(一般入試)の個別試験で、

受験生本人が感染したり、濃厚接触者に該当などによって欠

席した受験生のために追試験などの救済策を設ける予定。 

（東京芸術大は、追試験をしない。横浜国立大は個別試

験をやめ、大学入学共通テストの成績や提出物で合否を決

める。） 

・多くの国公立私立大学が個別試験を欠席した受験生の追

試験を実施。（追加受験料については各大学へ要確認) 

・追試験の方法は 学内の会場で追試験を行う、共通テス 

トの成績などで判定するなど。 

出題範囲について 

・文科省からの出題範囲の配慮の要請に対して、400校ほ

どが何らかの対応をするとした。 

・対応策は ①選択問題を採用 ②発展的な内容を出題

する際は、詳しい説明を付けるなど。 

・共通テストについて、長崎大と宮崎大は一部の学部で受験

に必要となる指定科目を変更。 

今後の各大学の対応状況の情報に注意 

・各大学は今後、募集要項 などで詳細な対応を表明する。 

・さらに変更の可能性があるため、受験生本人の小まめな情

報収集や注意が必要。 

 

朝日新聞 2020年 9月 10日の朝刊に 2021年度入試

での入試方法の変更について掲載されました。(朝日新聞と河

合塾による「ひらく 日本の大学」緊急調査） 

主な変更を以下に掲載しました。必ず各大学のホームページ

などで確認してください。 

 

一般選抜の学力検査取りやめ 

横浜国立：大学入学共通テストの成績と自己推薦書など

をもとに合否判定 

 

総合型・学校推薦型選抜で対面での面接・筆記・実技を

取りやめ 

京都工繊：出願書類 

駒沢 芝浦工業 嘉悦 関西福祉 摂南：オンライン 

立正：課題提出 

 

受験料無償化・減額 

園田学園女子：無償 

流通経済：減額 

 

実技取りやめ 

名古屋市立・宇都宮（歌唱）：動画送信 

天理（柔剣道）：面接 礼法 足さばき 受身など 

 

集団討論・面接取りやめ 

山口 茨城県立医療 香川県立保健医療 熊本 九州ル

ーテル学院 

 

受験会場増設 

東京都市大など 

 

 コロナ感染予防のための措置ですが、複雑な入試のしくみがさ

らに分かりにくくなったことで、併願校の選択や受験科目の選択

など受験生は準備が大変になります。 

 繰り返しになりますが、頻繁に各学校の受験情報を調べましょ

う。
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2020－21年度(R2-3 年度)大学入試の主な日程 
注意！ 

●私立大学志望の受験生も、「共通テスト」は必ず出願・受験する (ほとんどの私大が共通テストに参加、多様な私大利用入試がある) 

●「共通テストの範囲は変更されない」という前提で受験勉強をする (今年 11月末頃までに共通テスト対策を一通り終えておく) 

●「共通テスト」は 「本試験第 1日程」受験で出願する （1/16(土) 17(日)実施）  

●試験日/出願締切り日/合格発表日/手続き締切り日など各大学の受験情報は募集要項で大学/学部ごとに受験生各自で確認 

 

9/15(火)~ 総合型選抜(旧ＡＯ入試)出願開始 (合格発表は 11/1~) 

9/28(月)~ 大学入学共通テスト 出願開始 (現役高校生は在学校から出願)   

10月以降 私立大推薦入試  (日程は各私立大による) 

11/1(日) 学校推薦型選抜(旧推薦入試) 出願開始 

12月~1月中旬 私立大学共通テスト利用入試出願 ＜出願締め切り日に注意＞ 

1/16(土) 17(日) 共通テスト本試験第 1日程 

1/18(月) 共通テスト本試験第 1日程自己採点 

1/18(月)以降 共通テスト自己採点結果報告 予備面談 (二者；飯塚セミナーに於いて：申し込み順) 

1/21(木)以降 出願相談会(三者；飯塚セミナーに於いて：申し込み順 *各高校の出願面談は各高校の予定による) 

1/30(土) 31(日) 共通テスト本試験第 2日程  

1月末頃~ 私立大一般入試(日程は各私立大各学部による) 

2/1(月)頃~2/5(金)頃 国公立大学個別試験(2次試験)出願 ＜出願締め切り日に注意＞  

2/13(土) 14(日) 共通テスト第 2日程特例追試 

2/25(木)~ 国公立大学個別入試(2次試験) 

3/6(土)頃~ 国公立前期日程合格発表 

3/8(月)頃 国公立中期試験 3/12(金)頃 国公立後期試験 

3/20(土)頃~ 国公立中後期合格発表 

 

文部科学省は去る 6/19 に 2021年度の「大学入学者選抜実施要項」を発表しました。 

紛糾しましたが、一部予定を変えて、本年度から「大学入試センター試験」に代わって「共通テスト」が行われます。本年度

は特別に「新型コロナ」に備えて、「第 2日程」、さらに、「特例追試」が設けられています。 

また、同省は各大学に対して、感染防止の長期休校で授業が遅れた高校 3 年生のために、「出題内容に配慮するよう」

に求めています。しかし、これはあくまでも個々の大学に対してであり、「共通テスト」の試験範囲に関してではありません。(共通

テストの科目を減らす大学はあります)そこで、二次試験はさておき、共通テストの範囲に関して予断や甘い希望的な予測は禁物です。

「共通テストの範囲は狭められない」という前提で受験準備をすべきなのは言うまでもありません。 

 

『「共通テスト」は「本試験第 1日程」で受験すべき』です。その理由は以下の通りです。 

 

① 第 2日程で受験すると、2次試験の準備期間が短くなる。 

② 従来の「センター試験」では「本試」よりも「追試」の方が難しかった。 

③ 第 2日程は私立大学入試の準備時期や私立入試と重なる。 

④ 1/18第 1日程 以降、各高校は、「私大対策」「2次対策」に傾注することが予想される。 

⑤ 第 2日程の試験会場が慣れない遠方になる可能性がある。 

 

“コロナ”のこともあり、制度変更される本年度受験の皆さんは不安のことと察せられます。しかし、過去、「共通一次試験」

から「センター試験」など大きな制度変更があった初年度は、出題内容に大きな変化は見られませんでした。(むしろ基本を重視し

た内容でした。本年度は新課程に基づいて出題され、英語・数学論述・国語論述という点では大きく変わるのですが)そこで、現役高 3 の皆さんは

学校や塾で学習したことを反復練習して、基礎をしっかりと抑えることが重要です。 

私たちには、残り 4 か月を健康で規則的な生活(特に今年は)を送り、計画的で継続的な努力をする以外の方法はありません。 

 

なお、「共通テスト」に関する情報は追って伝えていきます。皆さんの要望や質問を待っています。    
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英語学習用 

 英語ニュース見出し  第５回  末次 賢治 
Aug  2020 

Aug.6/2020   

【Disney posts major losses amid pandemic.】 

⇒ディズニー社、コロナ禍の中で損失計上 

・post は、郵便ポストの post で動詞では、(手紙等)を郵

送する という意味合いがありますが、他には、名詞/動詞で、

柱や支柱を立てる そこから転じて柱に掲示をする⇒公表する 

という意味合いがあります。 

計上する、とは、いわば「公表する」という事ですね。 

 

【Sony expects steep full-year profit drop.】 

⇒ソニー社、通年収益急落の見通し 

・steep ⇒坂道や山道が急な、急激な 

これは受動態の練習となる英文でもあります 

・Sony is expected to post/have its steep full-

year profit drop. 

・Full-year steep profit drop is expected by Sony. 

 

【Chemical that caused Beirut blast was seized】 

⇒ベイルートでの爆発事故の原因となった、化学品を押収 

・be seized：押収される・確保される 

 

【Beirut to hold negligent accountable】 

⇒ベイルート、爆発事故の過失説明責任を担う事に 

・negligent 過失に関する・怠慢 

・hold accountable ⇒説明責任を持つ 

※参考⇒Taro is negligent of his duties. 

⇒太郎は自分の仕事をきちんと果たしておりません。 

(＝職務怠慢です） 

 

【COVID-19 hospitalizations surge in Japan】 

⇒コロナ感染症での入院件数急上昇（日本で） 

・hospitalization(s)⇒入院(件数) 

・surge➡急増する、という意味合いですね 

サージは、電気・機械関係でよく使いますね。 

サージ電圧やサージ電流ですね。 

【Hiroshima marks 75 years since atomic 

bombing】 

⇒広島、原爆弾投下から 75年を迎える 

・mark ⇒〇周年/時節を迎える 

この mark は、〇周年や時期を迎えるという表現に使えます。 

 

Aug.18/2020 

【Israel seeks to normalize ties with Arab 

nations】 

⇒イスラエル、アラブ諸国との関係正常化を模索 

・seek to 動詞：～しようと求める 

・normalize：～を正常化する 

・ties with ～との関係や連携 

tieは動詞の意味は「紐等で、～を結びつける」の意で名詞

では関係や連携、更には、ネクタイのことですね。 

 

【Experts warn post-holiday cyberattacks】 

⇒専門家ら警告、お盆明けのサイバー攻撃について 

・post-holiday 休暇後の 

・post-～ で、～後の」の意。 

例）post-war 戦後 /post-operation手術後 

・warn⇒警告する 

※発音は、「ウォーン n」です。決して「ワーン」ではありません。 

war⇒「ウォー」と発音します。決して、「ワァー」ではありません

ね。映画『Star Wars』 ⇒スターウォーズの war ですね。 

war の発音は、Star Wars で覚えておきましょう！ 

war の単語は、ウォーで、warm⇒ウォームですね。 

なお、動詞 win の過去形は、won ⇒「ワン n」 won の発

音は、「one」と同じです 

 

Aug.20 

文法事項：[many more] と [much more]について 

「もっと煉瓦がいります。」なら 

I need more bricks. 

「もっとお水が欲しい。」なら 

I want more water. 

比較級を強めるときは普通 much をつかいます。 

「もっとずっとたくさんお水が欲しい。」は 

I want much more water. 
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しかし・・複数名詞についた more を強めるときは、many 

を使います。←要注意 

 

「もっとずっとたくさん煉瓦がいります。」は 

✖ I need much more bricks. 

〇 I need many more bricks. 

これは英語文法の盲点です。 

覚えておきましょう！試験に出題されやすいです 

 

Aug.24/2020 

その１ 

【Poor catch pushes up price of Pacific saury】 

⇒漁獲高乏しく、サンマ値上げ。 

・poor→「乏しい・不十分な」の意 

・catch→名詞で「取れ高」ですね。 

つまり「量」に poor が付くと、「量が乏しい」の意ですね。 

・push up (the) prices で、「値段を押し上げる」 

・saury自体で、「サンマ」の意で、 

Pacific sauryは、日本の食卓で食べれる種類のサンマで

す。 

魚の種類は、大まかに捉えて良いです。 

 

その２ 

【Abe’s hospital visit raises concern】 

⇒安倍総理の通院で、懸念高まる 

・raise→～を上げる、（他動詞） 

・concern→心配事・懸念 

※ concernは、名詞では 

・良い意味では「関心・興味」で 

・悪い意味では「心配事」です。 

つまり根幹の意味は、「良く悪くも心に引っ掛かっている事」です。 

※この見出しの記事の本文 1行目です↓↓ 

 

【Japanese Prime Minister Abe Shinzo spent 

three and a half hours at a hospital in Tokyo 

on Monday for medical reasons.】 

・「spend 時間 at a hospital(俯瞰した場所) in 東京 

on 曜日 for 理由」 

この 1文章で、前置詞の使い方が分かると思います。 

これを応用しますと 

「いつも金曜日に 3時間ほど飯塚セミナー塾で数学の勉学

で過ごします」 

⇒ I spend about three hours at Iizuka Seminar 

in Iizuka on Fridays for math study.と応用できますね、 

 

英語の学習はモデルとなる表現や文を学習したら自分で例

を作って応用する事ですね。 

例文を作って書いてみる・言ってみる/ 

⇒ 是は、国語力を鍛える練習でもあります。 

 

Aug.30/2020 

【Some LDP members want Suga to succeed 

Abe】 

⇒自民党の中には、菅官房長官に後継になって欲しいと希望 

・succeed ～の跡を継ぐ succeed to 人： 

succeedは、「成功する」「～の跡を継ぐ」の 2 つの意があり

ます。 

★succeed at/in ～という分野/種目で成功する 

I want to succeed in academics.学術分野で成功し

たい 

・He was only 17 when he succeeded to his 

father’s position. : 

トム君は まだ齢 17 でした、父ちゃんの跡を継いだ時 

 

【After Abe announcement, eyes turn to BOJ】 

⇒安倍総理の辞任発表後、注目は、日銀へ 

・eyes→「目」の事ですから「注目/関心」の意味 

・turn to ～：～に向けられる 

この見出しの記事本文 1行目：意味わかりますか？ 

Financial market players are eager to see 

whether the Bank of Japan will maintain its easy 

money policy following the news that Prime 

Minister Abe Shinzo is to resign. 

・be eager to 動詞：是非/どうしても～したい 

・are eager to see whether：～かどうかを是非確認し

たい 

・its easy money policy 日銀の金融緩和策 

・is to resign 辞任の運び  



セミナー通信 ／  
 

8 
 

9 月 13 日～10 月 31 日 

＊期間中の自習室利用時間につきましては、ホームページなどでご確認いただくか、電話でお問い合わせください。 

 

日 月 火 水 木 金 土 

9 月 13 日 9 月 14 日 9 月 15 日 9 月 16 日 9 月 17 日 9 月 18 日 9 月 19 日 

9 月フクト 

中学 3 年生 

自習室 

9:00～17:00 

   中間考査 

飯塚一中 

穂波東中 

鎮西中 

碓井中 

中間考査 

 碓井中 

中学中間対策 

 

＊自習室 

9:00～17:00 

9 月 20 日 9 月 21 日 9 月 22 日 9 月 23 日 9 月 24 日 9 月 25 日 9 月 26 日 

＊自習室 

9:00～17:00 

敬老の日 

９月７日 台風に

よる休講の振替 

 

＊自習室 

9:00～22:00 

秋分の日 

 予備日のため通

常授業はありません 

自習室 

10:00～18:00 

 

 予備日のため通

常授業はありません 

自習室 

16:00～22:00 

中高一貫模試 

申込締切 

 

嘉穂東体験入学 

 

 

中学中間対策 

嘉穂高体験入学 

近大福岡 O,S 

中間考査 

日新館中 

＊自習室 

10:00～18:00 

9 月 27 日 9 月 28 日 9 月 29 日 9 月 30 日 10 月 01 日 10 月 02 日 10 月 03 日 

 

＊自習室 

9:00～17:00 

中間考査 

日新館中 

桂川中 

中学生 

フクト・県模試 

申込締切 

中間考査 

穂波西中 

 
 

口座振替日 

中間考査 

山田中 

 

中間考査 

山田中 

嘉穂東(2 年) 

 

中間考査 

嘉穂東 

飯塚高校オープン

キャンパス 

 

＊自習室 

10:00～18:00 

10 月 04 日 10 月 05 日 10 月 06 日 10 月 07 日 10 月 08 日 10 月 09 日 10 月 10 日 

県模試 

＊自習室 

9:00～17:00 

中間考査 

嘉穂東 

 
 

中間考査 

嘉穂東 

嘉穂高 

嘉穂附属中 

中間考査 

嘉穂高 

嘉穂附属中 

中間考査 

嘉穂高 

嘉穂附属中 

中間考査 

嘉穂高 

 

＊自習室 

10:00～18:00 

10 月 11 日 10 月 12 日 10 月 13 日 10 月 14 日 10 月 15 日 10 月 16 日 10 月 17 日 

10 月フクト 

中学 1,2,3 年生 

中高一貫模試 

＊自習室 

9:00～17:00 

     ＊自習室 

10:00～18:00 

10 月 18 日 10 月 19 日 10 月 20 日 10 月 21 日 10 月 22 日 10 月 23 日 10 月 24 日 

 

＊自習室 

9:00～17:00 

     近大福岡 O,S 

＊自習室 

10:00～18:00 

10 月 25 日 10 月 26 日 10 月 27 日 10 月 28 日 10 月 29 日 10 月 30 日 10 月 31 日 

＊自習室 

9:00～17:00 

     ＊自習室 

10:00～18:00 


