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 いよいよ秋も深まってきました。 

 つい最近までの制服は夏服だったのに、衣替えが一

気に進みもう皆さん冬服です。 

 

 いよいよ受験シーズンです。受験生はコロナやインフ

ルエンザには十分注意して、体調を整え頑張りましょ

う。 

 

 中学 3年生は 11月から土曜講習が始

まります。同封の要項をよく確認してくださ

い。 
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  特集と連載 

＊模試のご案内 

【中学 1,2,3年生１０月フクト】 

 返却予定日 10月 23日(金) 

【中学 3年生 １０月県模試】 

 返却予定日 10月 23日(金) 

【小学生 6 年生 １０月中高一貫模試】 

 返却予定日 10月 23日(金) 

 

【中学 3年生 １１月フクト】 

 実施日 11月 1日(日) 

 申込締め切り 10月 19日(月) 

 返却予定日  

【中学 3年生 １１月県模試】 

 実施日 11月８日(日) 

 申込締め切り 10月 26日(月) 

 返却予定日  

【小学５、6 年生 11 月中高一貫模試】 

 実施日 11月 15日(日) 

 申込締め切り 10月 26日(月) 

 返却予定日 

 ＊QR コードから模試のお申し

込みができます。

  「飯塚高校」の説明会に参加し

ました。 

中学 3年生 

土曜講習が始まります 

来春の県立入試出題範囲は 

10 月下旬に公表（県教育庁） 

１０月 29(木)，30(金)、

31(土)は予備日 

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。) 

（この間も潤野教室自習室は利用でき

ます。） 

11月 3日(文化の日)、23

日(勤労感謝の日) 

祭日ですが通常授業があります。 

 

自習室利用時間はホームページでご確認

ください。 

https://iisemi.net 

⇒メニュー 

⇒自習室が利用できる時間(潤野教室) 

メールアドレス確認ご登録のお

願い 

高 3進路調査のお願い 

 

不定期連載 面白いかな算数 

 ゼロについて(3) 紀元 0年 

 

特集 大学入試情報 

 

連載 英語学習用 

英語ニュース見出し 06末次賢治 

【Experts: Pandemic fallout likely to 

last years】 

⇒専門家ら談話：コロナ感染症の影響は、

今後数年続く見込み 

 

月間カレンダー 

10月から 11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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「飯塚高校」の説明会に参加しました。 

 

 9月 23日(水)に、「飯塚高校」の塾対象説明会が開催さ

れました。 

 昨年度の入試結果についての説明がありましたので、お知らせ

いたします。「昨年は、特進Ⅰ類を中心に、多くの生徒が『専願

入試』を利用し受験したため、『一般入試』で受験した生徒さん

には厳しい結果になったしまった。飯塚高校を第一志望にして

いる生徒の皆さんは、ぜひ専願入試での受験を考えてみてくだ

さい。」とのことでした。飯塚高校も近大福岡高校と同様に、

「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

わりつつあるように感じました。 

 

 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、新型コロナウイルス等に罹患した場合の措置等に関して

は、具体的な説明はありませんでしたので、情報が入り次第皆

さんにお伝えします。 

 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。 

 

 

 

 表紙の雲 

 表紙は潤野教室から西の方角の空一面に広がる「鱗
うろこ

雲
ぐ も

」で

す。この文を書いている数時間前に写した写真です。 

 空高い所に現れるのが特徴で、うろこの 1 つ 1 つがハッキリ見

える時は天気下り坂のサインとなることもあります。確かに天気

予報では翌日は雨のようです。 

 いわし雲とも呼ばれています、気象学的には巻積雲
けんせき うん

の一種に

分類されます。秋を代表する雲で、秋は他にも、すじ雲・ナミナミ

雲などが現れやすい時期 

 

秋の空をたくさん見上げてみてください。 

受験生にはそんな暇はないかな？ 

メールアドレス確認、ご登録のお願い 

緊急時のご連絡の手段としてメールを利用しています。同

封の用紙にある「ご登録メールアドレス」をご確認ください。(ご

登録がない場合は空欄になっています) 

訂正や新たにご登録の場合は、用紙にご記入の上ご提出

をお願いします。 

＊間違いがない場合はあらためてご提出いただく必要はご

ざいません。 

QR コードからの登録もできます。 

 

 

中学 3年生 土曜講習が始まります。 

 

11/21 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。 

11月に関しましては、下記日程にて行います。 

11月 21日、28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。 
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高校 3年生に志望校調査を実施しています。 

高校 3年生には志望校、希望進路についての調査用紙をお

渡ししています。今後の授業の参考にさせていただきますので、必

ずご提出ください。ご参考のため以下、併願校についてのデータをあ

げました。 

併願校についてのデータ 

・一般入試を併願した人のなかで最も多かったのは「2校」と「3

校」です。受験料もばかになりませんが、よほどのことがない限り数

校の受験を考えてください。 

入試の出題傾向が大学全体である程度決まっていて、学部・

学科間のバラツキがあまりない大学の場合は、対策がしやすいので、

単に合格するための戦略としては、同じ大学で複数の学部・学科

を受験するのが有効なこともあります。また、受験料も減額になる

場合があります。但し、興味のない学部・学科に入学しても実りの

ある学生生活を送ることはできません。 

・何を重視して併願校を選んだのか(アンケートより) 

①偏差値、②「学部・学科」、③日程、試験科目、その他 通

学の利便性など 

・併願校選択のポイント 

１ 第一志望校優先でスケジュールを組む。 

２ できれば合格確率が高い大学を先に受験する。 

３ 日程が詰まりすぎないように注意。 

４ 入学手続締切日も要チェック。(かなり重要です) 

５ 国公立大学は最大で 3大学まで受験できますが、前期日

程で合格し、入学手続きを済ませてしまうと、中期日程・後期日

程の合格対象から外されてしまうので第一志望は必ず前期で受

験。 

６ 私立大学の共通テスト利用入試も選択肢に。 

第一志望の国公立大学用に受験する共通テストで、併願校の

私立大学も受験できます。＊なお、国公立大学は、共通テストで

5教科 7科目以上を課すところが多いですが、なかには 3～5科

目しか課さない大学もあるので、その点も事前に調べておくと、私

立大学と組み合わせた併願プランが立てやすくなります。 

 

今年はとくに併願校の選択がむつかしいと考えられます。とにかく

情報を集めることが大切です。 

のんびりしていると、受験校の選択に失敗ということもあります。 

また、共通テストの結果は出願に大きく影響しますので、「600か

ら 650点だったら A大学」、「650点から 700点だったら B大

学」というように、得点によって段階的に出願先を考えておくと慌て

なくてすみます。

おもしろいかな算数 ゼロについて(3) 紀元 0年 

前々回「紀元も元号も０年は存在しません。」と書きました。

再度そのお話です。 

紀元 0年がないのはなぜか 

6世紀 ローマ教皇から「むこう数百年分の復活祭の日付表を

作成せよ」と依頼を受けた修道士ディオニシウス・エクシグウス。彼

は、キリストが生まれた年を最初の年にすべきと考え、現在使わ

れることとなった西暦の 1年と決めました。(実際はキリストが生ま

れたと考えていた年の翌年の 1月 1日を暦の初めの日としまし

た。) ＊しかしながら、現在キリストが生まれたのは紀元前 4年と

考えられていいます。 

こののち、次の復活祭日付表を作成した修道士ビードは「イギ

リス国民教会史」の最初の年を紀元前 60年から始めたのです

が、この暦には 0年がありませんでした。この頃(中世)のヨーロッパ

ではゼロを使用することがなかったからなのですが、これは問題で

すよね。 

ゼロ年がなかったことが何故問題なのか。 

たとえば、紀元前 4年に生まれたキリストが生きていれば、今

年紀元 2020年には何歳になっていると思いますか？ 

  2020-(-4)＝2024歳と考えるのが普通ですが、実は 2023歳

なのです。紀元前 3年に 1歳、紀元前 2年に 2歳、紀元前 1

年に 3歳 ここまではいいのですが、紀元 1年に 4歳となります。

先ほどのように計算すると 1-(-4)＝5歳となるはずですが、紀元 0

年がないために間違いが生じるのです。 

現在は 21世紀です。世紀という単位は 100年を 1単位とし

ていますから 1世紀は紀元 1年から紀元 100年まで、2世紀は

紀元 101年から紀元 200年まで・・21世紀は紀元 2001年から

2100年までとなっています。22世紀は 2101年 1月 1日からで

す。世界史のテストの前に「０世紀があれば、よかったのにな」と

思いませんでしたか？ 

これでは天文学的事象の期間計算で不具合が生じます。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。

ケプラーから始まり、単に紀元前 1年を 0年とするようになったの

はカッシーニからです。（土星探査機カッシーニの名前の由来に

なった天文学者です。2017年 9月に探査機カッシーニは土星大

気圏に突入して消えました。カッシーニから分離し土星の衛星タイ

タンに着陸したホイヘンスは今もタイタンにいるはずです。地球から

最も遠い距離の天体にある人工物です。）なぜ中世のヨーロッ

パではゼロを使わなかったのでしょう？ 続く  
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特集 大学入試情報 
【共通テスト第２日程の希望は７％!】 

文科省の調査によると、高３生が希望する「大学入学共通テスト」

の受験日程は、例年通りの第１日程（1/16・17）が約 43.1万

人、新たに設定された第２日程（1/30・31）が約 3.2万人で、第

１日程が 93％と圧倒的に多く、第２日程は７％に。 

第２日程は、新型コロナウイルスに伴う休校での学習進度の遅れ

を考慮して設定された。共通テストまでの残り時間は長くなるが、その

分、その後の国公立二次試験や私大一般入試への準備期間が短く

なる。そのため、例年通りの第１日程を希望する高３生が多かったと

推測される。今年の現役生は、例年以上に時間を有効に活用して

学習することが大切になる。 

 

【英語 RLの配点比率は国立大の 35％、公立大の 36％

が 4：1 に】 

全国 86校の国立大学について、2021年度共通テスト【英語】

におけるリーディング/リスニングの配点を一覧にまとめた。国立大学で

最も多いのは、センター試験の配点比率を踏襲した 4:1 で 35％が

採用。そして、共通テストと同じ配点比率の 1:1 が 32％と続く。 

 ※同じ大学でも学部学科で配点比率が異なる場合があります。12

月までに発表される入試選抜要項で志望校の配点を必ず確認してく

ださい。 

 

【共通テストの表紙 変更点】 

数①（数ⅠA 数Ⅰ） 

・試験時間を「60 分」から「70 分」に変更しています。 

・解答上の注意７に解答ルールの明確化のため，二重四角で囲

まれた箱は，選択肢から一つを選ぶことを記載しています。 

数②（数ⅡB、数Ⅱ） 

・解答上の注意３に解答ルールの明確化のため，数と文字の積の

形で解答する場合について記載しています。 

・注意７は数①と同じ。 

理科 

・注意事項４で例示している解答欄に０,a,b を追加しています。 

・理科②での選択問題は廃止。それにかかわる記載が削除。 

外国語（英語リーディング） 

・配点の変更に伴い「200 点」から「100 点」に変更しています。 

外国語（英語リスニング） 

・配点の変更に伴い「50 点」から「100 点」に変更しています。 

・問題音声を流す回数の変更に伴い，注意事項５に，聞き取る

英語が２回流れる問題と１回流れる問題があることと各問題におい

て英語を流す回数を記載しています。 

・注意事項６に，問題文を読むために，音の流れない時間もある

ことを記載しています。 

 

 

2020年度の入試結果から 2019年度との動向の変化です。 

【2020年度の国公立大学入試動向】 

九州工業大学と熊本大学工学部では、九州工業大学の受験者

数は減少、熊本大学工学部の受験者数は増加という結果に。 

センター試験の平均点が下がったため、個別試験の配点が高い大

学に人気が高まったと考えられる。（九大なども志願者増） 

 

2020年度入試では九州工業大学と熊本大学工学部の難易度

がほぼ同じに。 

佐賀大理工は難化傾向、鹿児島大工は易化傾向が見られた。 

鹿児島大 北九州市立大は難易度が安定 

宮崎大は隔年現象が見られ 2020年度は易化傾向に。 

佐賀大経済は 2019年度難化、2020年度やや易化。 

 

 入試動向は前年の入試結果から変化していきます。 

 共通テスト受験後の平均点なども動向に大きく影響します。 

 今年の動向も確認すべきですが特に共通テスト初年度＋コロナ感

染症の影響でどうなるか全く予想できません。前のページにも書きまし

たが、状況によって出願校や併願校を数パターン考え慌てないように

準備をしましょう。 

 

【2020年度の私立大学入試動向】 

九州産業大は 2018年度から実質倍率が 2年連続増加。久留

米大、久留米工業大も同様に競争が厳しくなっている。 

福岡大学は実質倍率は安定。 

2020年度の入試動向から考えると、九産大や久留米大を滑り

止めにと考えるのは危険。本気で過去問などを解く対策を行いましょ

う。 

 

そろそろ各大学の募集要項がインターネット上で確認できるようにな

っています。受験科目の変更や、「科目内で一部単元を出題しない」、

「出題範囲は例年と変わりなく全範囲」などと発表になっています。確

認を怠りなくお願いします。 
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 英語ニュース見出し  第６回  末次 賢治 
Sep/Oct 2020 

Sep.10/2020  

【Experts: Pandemic fallout likely to last years】 

⇒ 専門家ら談話：コロナ感染症の影響は、今後数年続く

見込み 

・fallout ：「想定外の、思わぬ影響/後遺症」 

・last：続く の意。 

・(be) likely to 動詞：～になる見込み という事で、likelyの

名詞形は、likelihood です。possibilityとほぼ同じ意味合いです。 

be likely to last を使って例文を作りましょう 自分で。 

 例）今日の柔道の稽古はあと 2時間は続くみたいです。 

 Our Judo practice today is likely to last for another two 

hours. 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Sep.11～13  

★【Japan’s business sentiment shows solid improvement】 

⇒ 日本の景況感、堅調な改善を見せる 

・solid は「硬い」という意味合いです 

 中身が使っていて硬いという感じです。 

※お肉が硬いは、「toughタフ」と云い、お肉が柔らかいは

「tenderテンダー」ですね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★【Big haul of fake goods seized by Japan customs】 

⇒ 日本の税関で、大量の偽商品が差し押さえられる 

・seize⇒（モノ）～をしっかり掴む、奪う、没収する、押収する 

・haulはもともと、底引き網漁で 

⇒「1回網を引き揚げた際の漁獲量＝捕まえる事が出来た

量」： 

捕まえた/検挙した数量を指します。 

haul＝（動詞）「～を引きずる」 

・customsは税関ですね、 

★customは習慣で、-sが付くと「税関」の意に成ります。 

★【Seize the day!】という表現を紹介します 

⇒「今日１日、一生懸命頑張りましょう！」の意 

覚えておきましょう！ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（英国・Evening Standard紙から） 

【The UK is “on the edge of losing control” of Covid-19, 

a former chief scientific adviser has warned.】 

⇒ 英国は「コロナ感染症の制御(対応）が出来なくなりつつあ

る」と前科学長官が警告。 

・on the edge of ～：～の危機に瀕する、の表現です。 

例）This bird is on the edge of extinction. 

⇒ この鳥は、絶滅の危機にあります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【Yorkshire pub bans under-25s after young blamed for 

coronavirus spike】 

⇒ ヨークシャーの複数の居酒屋で 25才未満のお客の出入り

を禁止。若者が、コロナ感染者の増加の原因と批判のあおりで。 

・ban⇒禁止する 

blamed for ～：～のせいとされる、～で批判される 

・spike⇒「急増」ですね 

・under-25s⇒25歳未満の人たち 

※under 25」では、25は勘定に入りません。つまり、25未満或

いは 24歳以下ですね。 

この事は覚えておきましょう 

over 10は、10以上でなくて、11以上です。 

学校ではそのように教えないかもですが正しい認識は上記の通

りです。 

例えば、more than数字 もそうです。 

Please send us more than 4 engineers right away. 

⇒ どうぞ、5人以上の技師を派遣して下さい。 ですね。 

★「 more than 数字」：thanの次の数字は勘定に入れません。 
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但し、more than 5,000 residents など、数字が大きい場合は、

その限りではありません。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Sep.19 

【Pandemic Accelerates Workplace Reforms】 

 ⇒  コロナ感染症で、職場改革が加速さる。 

 ・accelerate ～を加速する 

 ・reform(s) 改革： 

 ※なお、住居の改築を日本語では「リフォーム」と云いますが、

これは間違ったカタカナ語です。 

 reform は、政治体制や信仰している宗教の改変・改革の

意。つまり、もっと社会的に規模が大きな体制の改変・改革です。 

 ※住宅のリフォームは、英語では、 renovate と云います。 

 例）Some parts of my house is to be renovated this 

November. 

 ⇒ 自宅の幾つかの部分を 11月に改築します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【Business leaders place hopes in Suga Cabinet】 

 ⇒ 企業社長ら、菅内閣に期待を寄せる。 

・Suga Cabinet 「菅内閣」 

・place hopes in 組織：組織に期待する 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【Suga seeks to reduce mobile phone rates】 

⇒ 菅首相、携帯電話料金引き下げを模索。 

・seek to 動詞：～する事を求める・模索する 

・rates：料金 // ・reduce～を下げる・減じる 

【Tokyo Skytree cuts admission fee by half】 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

⇒ 東京スカイツリーは、入場料を半額に引き下げ。 

※これは集客狙いですね。 

to draw more visitors to the major tourist attraction. 

目的は、この主要観光名所により多くの見学者を集めるため、 

・admission ⇒ 入場・入場料まで意味があります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Sep.24/202 

【UK health minister doesn’t rule out telling uni students 

to stay away from home at Christmas】 

⇒ 英国の厚生大臣、次の事を除外せず。つまり、 

 「大学生らに、クリスマスの際は、在宅でなく外出するように云

う事を」 

・rule out ：～を締め出す、除外する、妨げる 

rule[規則を作って]、out[外に出してしまう]の意 

・minister：大臣 ※Prime Minister＝首相 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Oct.1/2020  

【Tokyo included in ‘Go To Travel’ campaign】 

⇒「東京」「Go to トラベル」キャンペーンに「対象地」として含ま

れる 

 ・include ～を含む 

 税込み等の場合には includeを使います。 

【Yes, tax included.】「はい 税込みです」 

緑茶にはカフェインが含まれる」という場合は、includeでなくて

containを使います。 

Green tea contains some caffeine. 

飲食成分や物質を本体に含む→ contain 

本体に、税金・時間を含む →include です。 

This exercise course includes horse-riding lessons of 90 

min.each. 

「この運動コースには「90分の乗馬練習」も含まれますよ」 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Oct. 2/2020  

【TSE trading resumes in Tokyo after system crash】 

⇒「東証取引再開、システム不具合の後で」 
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・resume 再開する・～を再開する 

・TSE→ Tokyo Stock Exchange 東京証券取引所 

・stock とは、企業の運営の資本と成る「株式」の事。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Oct.3/2020 

【US media say President Donald Trump tests positive 

for the coronaviurs.】 

 ⇒ 米メディア談；トランプ大統領、コロナ感染テストで陽性

と。 

 ・test positive と下記の test negative は testの結果、陽性/

陰性と判明するという意味合いです。 

 testが動詞で、positive/negativeは、形容詞ですね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【Biden tests negative for coronavirus】 

⇒ 「バイデン候補、コロナテストで陰性」 

バイデン氏は民主党選出の大統領選候補ですね 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【Trump to be taken to national military hospital】 

⇒ トランプ大統領、国立の軍事病院に入院へ 

・to be taken–これは不定詞ですね。 

基本的に不定詞は、今後の予定を表現します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【Kim Jong Un wishes Trump well】 

⇒ 金正恩、トランプ氏の回復を祈願 

・wish相手 wellの表現パタンです 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Oct.04/2020   

【Japan eases entry restrictions】 

⇒ 政府、入国制限を緩和 

 ・restrictions：制限（事項） 

 ・ease（動詞）：～を緩和する。 

※ ease：名詞では「気安さ」、「安易さ」等の意味合いですね。 

尚、at easeは、 comfortable と同意で、「気楽でいる」、「くつ

ろいだ気分」という意味合いで、「at home」 と同意です。 

 例【I cannot feel at east in my father’s company.】 

 ⇒ 「父のそばでは気楽になれません」、という意味合いです

ね。 

 飯セミの高３年生はこの英語文覚えていますか？？ 

 この 【in my father’s company」は、「お父さんの会社」でなく

て 

 ★「お父さんがそばにいると」とのう意味合いですね。 

 この英語文は、３年生の４月の授業で取り上げましたね。 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【Trump: Next few days will be critical】 

⇒ トランプ談:『次の数日が極めて重大であるだろう』と。 

・critical ：「きわめて危険な」の意味が根本にあり、そこから、

比喩的に「きわめて重大で」という意味合いです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【Trump receives experimental coronavirus drug】 

⇒  「トランプ大統領、コロナの実験薬を受け取る」 

・experimental ： 実験的な 

※experiment ： 実験 

※尚、receiveは、「受け取る」ですが、 

だからと言って、それを承認するわけではありません。つまり、 

【Yes, we received this letter from them yesterday 

demanding the advanced payment. However, we did not 

accept their demand. This is because such advanced 

payment goes against our mutual business agreement.】 

⇒ ええ、昨日、先方から書面がきて、前金払いと要請してき

ましたが、こちらとしては、その要求を受け入れませんでした。お互

いに取り交わした契約に反するからです。 

との意味です。≪書面を【receive】 をしても、内容を【accept】 

しない≫、との意ですね。※覚えておきましょう 
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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 

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 

11 月フクト 

申込締切 

    
 
 

 

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 

 

11 月県模試 

申込締切 

11 月一貫模試 

申込締切 

  予備日 

通常授業はありません

＊自習室 

15:00～22:00 

予備日 

通常授業はありません

＊自習室 

15:00～22:00 

予備日 

通常授業はありません

＊自習室 

10:00～18:00 

11 月 01 日 11 月 02 日 11 月 03 日 11 月 04 日 11 月 05 日 11 月 06 日 11 月 07 日 

11 月フクト 

中学 3 年生＊

自習室 

9:00～17:00 

 文化の日 

通常授業 

   期末対策 

＊自習室 

10:00～18:00 

11 月 08 日 11 月 09 日 11 月 10 日 11 月 11 日 11 月 12 日 11 月 13 日 11 月 14 日 

11 月県模試 

中学 3 年生＊

自習室 

9:00～17:00 

   期末考査 

鎮西中 

 

期末考査 

鎮西中 

期末対策 

＊自習室 

10:00～18:00 

11 月 15 日 11 月 16 日 11 月 17 日 11 月 18 日 11 月 19 日 11 月 20 日 11 月 21 日 

中高一貫模試 

小 5、小 6 

＊自習室 

9:00～17:00 

 

期末考査 

穂西中 

期末考査 

穂西中 

期末考査 

稲築中 

期末考査 

嘉穂中 

稲築中 

桂川中 

期末考査 

嘉穂附中 

嘉穂中 

桂川中 

中３ 土曜講習 

 

＊自習室 

9:00～17:00 

11 月 22 日 11 月 23 日 11 月 24 日 11 月 25 日 11 月 26 日 11 月 27 日 11 月 28 日 

＊自習室 

9:00～17:00 

勤労感謝の日 

通常授業 

期末考査 

嘉穂附中 

期末考査 

嘉穂附中 

  中３ 土曜講習 

 

＊自習室 

9:00～17:00 


