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  特集と連載 

＊模試のご案内 

03月 14日（日）フクト（中学

1,2年） 

 ＊受験料（授業料と一緒にご請求） 

  中 1、2：3,100円 

 ＊開場・受付開始：8:30  

 ＊集合：9:00 ＊終了：15:00 

 ＊受験会場：潤野教室 碓井教

室 

 ＊申し込み締切：2月 26日(金)  

 

＊2021年度 春期講習のご

案内 

飯塚セミナーでは、3月の下旬より、

各学年とも新学年の先取り学習を中

心とした春期講習をおこないます。 
受講料は無料となっています。新年

度受講予定の科目は必ず受講するよ

うにお願いいたします。 

※春期講習日程は各教室・各学年に

よって異なります。詳細は追って連絡

します。 

＊合格おめでとう 

推薦入試 AO入試の合格の報告

を頂くようになりました。合格された皆さ

んおめでとうございます。 

 

＊推薦入試作文論題について 

公立高校推薦入試で課された作文

の論題を一部紹介します。 

 

＊私立高校入試における変化 

今年度の私立高校入試における変

化について、気になった点を挙げていき

ます。来年度の受験生は参考にして下

さい。 

 

＊初の大学入試共通試験 

・受験生の感想 

・センター試験よりも平均点がアップ

した要因 

・これからどのような学習をしたらよい

か 

英語ニュース見出し 08 末次賢治 

 【Labour has demanded the 

Government trust parents and 

give them cash for school 

meals instead of vouchers.】 

➡ 労働党の要請：「政府は保護者

らを信頼して、給食分の現金を支給す

るべき、クーポン券でなくて 

 

面白いかな算数  

第 9回 ゼロについて(6)  

インドのゼロと数学の歴史 

 

 

＊月間カレンダー 

02月から 03月にかけての予定になり

ます。ご確認をお願いします。 
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2021年度 春期講習のご案内 

 

 ３月の下旬より各学年ともに、新学年の先取り学習を中心と

した春期講習を行います。先取り学習を行うことで、新学年の

学校の授業を受ける際のアドバンテージを作ることができます。 

 

受講料は無料となっています。新年度受講予定の科目は必

ず受講するようにお願いいたします。 

 

詳しい時間等は次回お知らせに同封いたします。 

 

合格おめでとう 

受験生から合格の報告をいただく時期になりました。合格された

皆さんおめでとうございます。 

第一志望校の受験が残っている皆さんは合格まであと少し頑張

りましょう。 

 

受験校と合格者数        2021年 2月 16日現在 

中学校 

・嘉穂高校付属中学校  １ 

・飯塚日新館中学校  １ 

 

高等専門学校 

・北九州高等専門学校  

生産デザイン工学科  １ 

 

高校 

・飯塚高校 

特進Ⅰ   ３ 

特進ⅡA   ６ 

特進ⅡB   ２ 

製菓   ３ 

子ども保育進学  １ 

総合学科 トータルライセンス ３ 

総合学科 自動車  ２ 

・近畿大学付属福岡高校 

スーパー特進  ７ 

特進   １２ 

看護科   １ 

・大和青藍高校 

普通科   １ 

介護福祉   １ 

調理科   １ 

看護科   ２ 

・福岡工業大学付属城東高校 

普通科Ⅱ類   １ 

・九州産業大学付属九州高校 

普通科準特進   １ 

・福岡大学付属若葉高校 

高大一貫コース  １ 

・嘉穂高校 

普通科   １ 

武道・日本文化コース  ３ 

・嘉穂東高校 

普通科   ３ 

・稲築志耕館高校 

総合学科   ４ 

 

 

大学 短大 専門学校 

・航空学生    １ 

・防衛大学校 理   １ 

・中村学園大学 

栄養科学部栄養学科  １ 

・福岡教育大学 

教育学部初等教育教員養成課程 １ 

・広島市立看護専門学校 

第一看護学科   １ 

・水巻看護助産学校 

看護科    １ 

・福岡国際医療福祉大学 

福岡看護学部看護学科  １ 

・筑紫女学園大学 

人間科学部 心理・社会福祉専攻 １ 

・第一薬科大学 

看護学部看護学科   １ 

・同志社大学 

理工学部電気工学科  １ 
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推薦入試作文論題について 

 

 今年度の推薦入試を受験した生徒さんたちから、推薦入試

で課された作文の論題を教えていただきましたので、一部紹介

したいと思います。来年度、推薦入試を考えている２年生のみ

なさんは、ぜひ目を通してください。 

 

嘉穂高校 

普通科 

 あなたが一番克服したい課題は何か。 

 そのために嘉穂高校の普通科でどのような力を身に着けたい

か。また、その課題にどう向き合っていくか。 

600字程度  45分 

 

稲築志耕館高校 

①予測が難しい社会の中で学力以外にどのような力が必要

か。 

②①で述べた力を身に着けるために、どのような高校生活で

を送ることが必要か。 

①300字②300字  45分 

興味のある生徒さんは、過去の推薦作文論題もありますの

で声をかけてください。 

 

今後の受験日程 

 

福岡県立高校願書受け付け ２/１６(火)～ ２/２４(水) 

福岡県立高校志願先変更  ２/２５(木)～ ３/ ２(火) 

福岡県立高校一般入試   3/10（水）受験 

3/18（木）発表 

佐賀県立高校願書受け付け ２/１６(火)・ ２/１７(水) 

佐賀県立高校志願先変更  ２/２２(月)～ ２/２４(水) 

福岡県立高校一般入試   3/３（水）受験 

3/11（木）発表 

私立高校入試における変化 

 

 今年度の私立高校入試における変化について、気に

なった点を挙げていきます。来年度の受験生は参考にして

下さい。 

 

まず、専願入試についてですが、今年度も近大付属福

岡高校及び飯塚高校を専願で受験する生徒の割合が

高かったように見受けられます。そのため、専願入試でも競

争が発生し、合格するためには確かな実力が必要になっ

ています。私立高校が第一希望である生徒さんは、過去

問題の演習を通して問題の傾向を把握し、実力を伸ばし

ていく必要があります。 

 

公立高校の併願校として、私立高校を一般受験した

生徒に関しては、近大付属福岡高校・飯塚高校だけでは

なく、大和青藍高校や福智高校といった、直方・田川方

面の私立高校を受験する生徒の割合が増加しました。そ

の背景には、近大付属福岡高校や飯塚高校を専願入

試で受験する生徒が増加したことで、一般入試での合格

者数が少なくなるのではないかという考えがはたらいたから

ではないかと思われます。事実、一般入試での合格最低

得点は、公表している近大付属福岡高校において年々

上昇しており、難化傾向にあるといえます。この流れは来

年以降の私立入試においても継続すると考えられますの

で、公立高校を第一希望にしている生徒さんも、おさえと

なる高校を確保するために私立高校対策が今まで以上に

重要になるといえるでしょう。また、通学が不便であることは

否めませんが、福岡地区や北九州地区の私立高校も今

後は併願校として、選択肢の一つに加えてもいいのではな

いかと思います。 
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初の大学共通テスト  

受験生の感想 

受験生は皆さん共通して、「問題量が多かった。」「時間が足り

なかった」という感想でした。その他には次のようなものです。 

〇英語(リーディング)…時間が足りなかった、時間配分が難しい。 

〇英語(リスニング)…１回読みの問題が難しい。 

〇国語…センター試験と変わらない、時間も充分だった。 

〇数学…データ分析が多い。 

(数学が得意な受験生)易しかった。 

(数学が苦手な受験生)難しかった、時間が足りなかった。 

〇理科、地歴・公民…難しくはないが、思考力が必要だった。 

〇全体を通しての感想 

出題傾向の変化に戸惑った。 

 

共通テストは知識だけでなく、問題文から答えにつながる要素を

読み取るという作業が加わりました。時間が足りなかったという感想

の裏には、全体的に問題の量が増えたことと、ほとんどの科目に読

解力を求める問題が入ったことにあると考えられます。 

国際的な学習到達度調査「PISA」で日本の読解力の順位が

急落したため、文部科学省は 2005 年に「読解力向上プログラム」

をとりまとめ読解力強化に力を入れてきたことが共通テストにも反

映されたと思われます。 

しかしながら、昨年度のセンター試験がむずかしかったこともあって、

予想より平均点は高く、強気の出願が目立っているようです。 

来年度以降は、問題が難化するのではないかと予想されます。 

ただ、読解力を必要とする問題が増えたことは確かですが決して

知識が不要になったわけではなく、他方で、正確な知識がないと正

解できない問題も減っていません。 

 

英語 

顕著に変わったのが英語。読ませる量が増えた。発音やアクセン

ト、語句整序が出題されなくなったという形式的な変化もあります

が、多くの英文を読ませて解いていく、問題に沿って作業しながら解

いていくものが多くなり、情報の整理がうまくできないと解けない問

題になりました。 

 

数学 

試行調査からもわかるように、センター試験の形を変えたいという

意図が顕著に表れています。数学の活用力を点数化するような問

題です。ただ、試行調査に近い問題だったと思う半面、計算しなく

ても問題文から連想して解ける問題がありました。これまでのセンタ

ー試験では、計算させる問題が多かったのですが、今回は単元の

基礎を理解していれば計算のプロセスを問わずに解けるものもあり

ました。（つまり「解かなくても答えがわかる」という形式の問題） 

 

国語 

試行調査では実用的な文章を出していましたが、実際にはオー

ソドックスな問題でした。記述試験が導入されなかったため、試行

調査の問題に比べると、センター試験の問題に近くなったようです。 

 

センター試験よりも平均点がアップした要因 

〇昨年のセンター試験は難しかったので、その反動。 

〇昨年の受験生が浪人することを敬遠したため既卒生(浪人

生)のレベルが低かった。 

〇プレテストによって傾向がつかめていたので、多くの高校生が対

策できていた。 

〇プレテストよりは簡単だった。 

〇得点調整が行われたことで、平均点が上乗せされた。 

 

これからどのような学習をしたらよいか 

極端に言うと、地頭の良い生徒が点数を取れる問題もあった

ということで、今後の学習は今までとは違う方法が必要となります。 

・対応できる生徒は頭をフル回転させ、そうでない生徒はお手上

げ状態で、あてずっぽうに答える。 

・学業成績が優秀な生徒の中にも今回のような出題を苦手と

する生徒はいるし、逆に成績が振るわなくても対応できる生徒がい

る。 

ならば勉強しても仕方がないのかというと、やはり学習は必要で

す。 

従来の学習方法と違うのは、学びだけでなく他の要素が要求さ

れるので、科目にとらわれた学習ではなく、実社会での情報処理

力を鍛えるような学習が必要です。 

特に新聞を読むことはこれからの学習として有効です。グラフや

写真、図表が多く使われており、文章以外の資料から総合的に情

報を読み取るトレーニングになります。 

さらに、問題文からヒントを得る、解答群からヒントを得るというよ

うな力も必要になります。じっくり考えて答えを出すのではなく、選択

肢に目を通してから問題文に戻り、必要な箇所に線を引きながら

答えを見つける。そんな訓練も必要になるかもしれません。 
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 英語ニュース 見出し  末次賢治 

Jan.15/2021 英語ニュース見出し 

イギリスのニュースから→demand主語＋原形動詞について 

[Evening Standard]誌 

【Labour has demanded the Government [trust] 

parents and [give] them cash for school meals 

instead of vouchers.】 

 労働党の要請：「政府は保護者らを信頼して、給食分の現

金を支給するべき、クーポン券でなくて」 

instead of ～:～の代わりに 

・demand 主語＋動詞の原形 

 主語が～（動作）をすべき、と要請・要求する 

元々は、demand 主語 should 動詞の原形～でした： 

※助動詞の should が入るので、続く動詞は原形となりますが、

昨今は、should を省略します。ですが、should（助動詞）の

影響は残り、省略された should の影響で、使う動詞は原形で

すね 

↑↑の文の場合は、trust と give ですね 

 demand 主語＋原形動詞～を覚えておきましょう 

 他にもこのような用法はたくさんあります。 

 

Jan.25/2021 イギリスのニュースから 

【Biden aide urges lawmakers to pass relief bill】 

→バイデン大統領側近が、議員らに、早期の救済法案の通過を

求める 

・aide →側近、周囲のサポート部隊 

・urge 相手 to 動詞：相手に至急～するように強く求める 

・relief→リリーフ/野球で出てきますね。救援・助ける事 

 

【US Senators Weigh Trump Impeachment】 

→ 米国上院議員ら、トランプ大統領弾劾を検討 

・senator→上院議員 

・impeachment →「弾劾」 

※弾劾とは、重要な役職に就いている人が法律違反や不正を

行った結果、その人を辞めさせ、刑による処罰を受けさせる措置

・weigh は、体重や重量のウエイト weight の動詞で、元々は、

「重さをはかる」から、重要性を考える→～を考慮/検討する、の

意味合いです。 

 

【Uneven Field for Olympic Judo Hopefuls】 

→デコボコの屋外で、五輪候補の柔道の有望選手が稽古 

・hopeful→形容詞で、有望な、の意味合いですが名詞では、a 

hopeful/hopefulsで、有望選手、有望な若手、という場合に

使います。 

・unevenは、evenの逆で、デコボコの 

 

【An Inaugural Celebration Curtailed】 

→就任式は規模などを縮小して実施 

・バイデン大統領の就任式の事です 

・inaugural就任に関する、就任の（形容詞）動詞は

inaugurate ですね 

英語ではこのような動詞は他動詞で、相手を就任させる、の意。 

・curtail→規模などを縮小する、切り詰める 

 

Jan.30~31/2021  

Jan.30 

【Chinese conglomerate HNA goes bankrupt】 

→中国の大手複合企業の HNA社が倒産 

・conglomerate→複合企業 

・go bankrupt→倒産する 

※原因は、債務超過 too much debts です 

 

Jan.31 

【Panasonic quits production of solar cells】 

→パナソニック社、太陽電池の製造を中止 

・quit→辞める・やめる 

会社、部活、タバコ等をやめる、という場合によく用いる動詞で

す。 

stopでなくて quit ですね 
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Feb.1→同じ単語・表現が続くものを選びました 

・State of Emergency(state-状態/ Emergency緊急

性のある） 

【Military declares state of emergency in 

Myanmar】 

→軍部が宣言、緊急事態宣言を（ミャンマーで） 

・declare→～を公けに宣言する 

 

【Japan likely to extend COVID-19 state of 

emergency】 

→政府、コロナでの緊急事態宣言を延長の見込み 

・ (be) likely to 動詞：～する見込みが高い、の意。 

・extend＝期間を延長する 

ミャンマーでの「State of Emergency」は国の政治体制や

国家運営での緊急事態という事です 

 

【Aung San Suu Kyi reportedly detained】 

→アウン・サン・スーチー氏、報道によると拘束されている。 

「（スーチー女史、拘束か！）という感じ」 

・detain→相手を拘束する・逮捕拘留する 

・reportedly→～という報道がなされている、報道によると。 

この副詞は英語発信の場合に便利な単語です 

※例）Eiji Sawamura was reportedly killed in the 

war. 

「沢村英治さんは、報道によると戦死したとの事」 

 

【Countries condemn detentions in Russia】 

→複数の国々が非難、ロシアでの拘束事案に 

・detentionは、↑の detain の名詞形。「拘束・拘留」 

これは、プーチン政権を批判した記者らや野党勢力を多数拘

束したのです。だから、detentions 拘束事案（複数の事案）

が複数形になっているのですネ 

 

【Explosions kill 15 in northern Syria】 

→爆発で、15人死去 シリア北部にて

複数の車が爆破したそうです。だから、explosion に複数の s

がついて explosions となっています。 

 

Feb.2 /2021  

日本語と英語とで言い方が違う事に注目しましょう！ 

★【discuss目的語】＆と「チャレンジ」と challengeは違う

事】 

【Aso, Yellen discuss economic challenges】 

→麻生財務相、イエレン米財務担当と協議、経済の諸問題

で」 

・discuss ですが、＜discuss 対象事項＞です 

和訳では「～に付いて話し合う」ですが、discuss は about

が不要で、discuss対象事項です。 

discussは、about をどうしてもつけてしまいがちですが 

日本語の言い方（～に付いて話し合う）と英語の discuss

は使い方が違うと区別しましょう。 

 

・【challenge】 は、難題・取り組むべき課題の事です： 

日本語の「チャレンジ」は物事に挑戦するとの意ですが英語

の「challenge」には、物事に挑戦する、との意がありません 

英語のチャレンジは、名詞は、難題・取り組むべき課題/問

題で、動詞は、「相手に異議を唱える」/「それはおかしいよ！」

という事で、更には、「相手に挑戦状を出す」の意味です 

例：Musashi challenged the Yoshioka School in 

Kyoto. 

武蔵は、吉岡一門に挑戦状を出しました。 

毎年飯塚市の高校生や福岡の大学生の英語スピーチ大

会の審査員をしておりますが、次のように云う人が多いです。 

I want to challenge skydiving. は間違いですネ 

正しくは、I want to try skydiving.ですね 

【この春はダイエットにチャレンジしたい】 

→I try to lose weight this spring.ですね 

決して、I try to challenge diet とは言いません。 
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面白いかな算数 

第 9回 ゼロについて(6) インドのゼロと数学の歴史 

アレクサンダー大王がインドへ侵攻した紀元前 4世紀頃、インドへ

バビロニアの数体系が伝わります。大王の死後西洋の影響を受ける

ことがなかったインドでは西洋のように「ゼロ」を恐れることはありません

でした。 

「ゼロ」を受け入れた下地にはヒンドゥー教の影響があります。 

ヒンドゥー教では「宇宙は無から生まれ無限に広がり、この宇宙の

外にはほかの無数の宇宙が存在する。そしてまた再び無に到達する

ことが人類の究極の目的だ」としています。ですから、「ゼロ」や「真空」

を恐れることがなかったのです。インドでは「無限」や「無」を簡単に受

け入れることができ、空位を表すゼロではなく「数」としてのゼロを用い

ることができました。ゼロを有益な「数」としての役割に変えていきます。 

 

このように日本の弥生時代の頃、世界では数学が常に進歩を続

けていました。紀元前の数学の歴史を少し眺めてみてください。中学

生、高校生なら知っている定理などがすでに証明されたり計算されて

いました。 

数学の年表 

紀元前 1000年頃 

古代エジプト：分数が利用される。（分子が 1 の分数のみ） 

紀元前 10～5世紀頃  

インド：太陽と月の運行が一致する現象が 95年周期である。 

紀元前 8世紀頃 

インド：無限に関する初期の概念が現れる。もし無限から一部を

取り除いたり加えたとしても、変化後もまた無限であると述べられて

いる。 

紀元前 800年 

インド： 2次方程式、2の平方根を計算、10進数 5桁まで正

しい値を求めている。 

紀元前 600年頃 

インド： 円周率を 3.16 と概算している。 

紀元前 5～1世紀頃 

中国：3次の魔方陣を扱った書物が中国で作成される。 

紀元前 530年 

ギリシャ：ピタゴラスとその弟子達は 2の平方根から無理数を発見

した。 

紀元前 500年頃 

インド：演算の計算順序、変換、漸化式の使用法が書かれる。 

紀元前 5世紀 

インド：2 の平方根を計算、10 進数 5 桁まで正しい値を求める。 

紀元前 400年頃 

インド：あらゆる数を可算、非可算、無限の 3 つに分類。また、無

限を 5 つの異なる種類に分類している。 

紀元前 4世紀 

インド：数学書で 0 の概念を意味するサンスクリット語の単語

「Shunya」が使用される。 

紀元前 330年 

中国：幾何学の初期の書籍が編纂される。 

紀元前 300年 

ユークリッドが原論の中で素数が無限に存在することを証明しユー

クリッドの互除法を発見する。算術の基本定理（素因数分解の

一意性）を証明した。 

紀元前 300年頃 

インド：現代一般的に使用されている 10進法の基礎となる記数

法がインドで普及する。 

紀元前 300年 

メソポタミア：バビロニア人が初期の計算機であるアバカス（中東

地域のそろばん）を発明する。 

紀元前 300年頃 

インド：数学者ピンガラが人類で初めて 0 を数記法に取り入れる。

二進法の記述を行い、フィボナッチ数やパスカルの三角形も人類

で初めて使用する。 

紀元前 260年 

ギリシャ：アルキメデスが円周率πの値が 3 + 1/7（約 3.1429）

と 3 + 10/71（約 3.1408）の間にあることを証明する。円の面

積の求め方、3の平方根も非常に正確な値を与えている。 

紀元前 250年頃 

後期オルメカ文明：プトレマイオスに先立つこと数世紀前に 0 の概

念の使用を始めていた。 

紀元前 206年～紀元後 8年 

中国：算木が発明される。 

紀元前 150年 

中国：ガウスの消去法が中国の書籍に世界で初めて現れる。 

紀元前 150年 

中国：負の数が中国の書籍に世界で初めて現れる。 

紀元前 140年 

ギリシャ：ヒッパルコスが三角法の基礎を作る。 

紀元前 50年 

インド：インド数字（10進法で初めて位取り記数法を使用した

記数法）がインドで発展を始める。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%99%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%AC%A1%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E6%A0%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%94%E6%96%B9%E9%99%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E6%A0%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E7%90%86%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E6%8F%9B_(%E6%95%B0%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%B8%E5%8C%96%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E6%A0%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%99%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89%E5%8E%9F%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%A0%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BA%92%E9%99%A4%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BA%92%E9%99%A4%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%97%E8%A1%93%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%A0%E5%9B%A0%E6%95%B0%E5%88%86%E8%A7%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E9%80%B2%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%BD%E3%83%9D%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%82%A2%E6%96%87%E6%98%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%BD%E3%83%9D%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%82%A2%E6%96%87%E6%98%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%90%E3%82%AB%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9D%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%82%93
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%A9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%80%B2%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%9C%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%81%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%97%E6%9C%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%B6%88%E5%8E%BB%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A0%E3%81%AE%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E6%95%B0%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E9%80%B2%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8D%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%A8%98%E6%95%B0%E6%B3%95
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02 月 14 日～04 月 02 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 

02 月 14 日 02 月 15 日 02 月 16 日 02 月 17 日 02 月 18 日 02 月 19 日 02 月 20 日 

フクト 中 3 

＊公開開場 

＊自習室 

9:00～17:00 

 ・公立高校 

推薦入試内定者発表 

入学願書受付 

     ～24 日 

   中３ 土曜講習 

 

＊自習室 

9:00～17:00 

02 月 21 日 02 月 22 日 02 月 23 日 02 月 24 日 02 月 25 日 02 月 26 日 02 月 27 日 

 
 
 
 

＊自習室 

9:00～17:00 

 天皇誕生日 

※祝日ですが通

常授業があります 

 ・公立高校 

志願先変更～3/2 

 

・国公立大学 

前期試験 

フクト 中１・２ 

申込締切 

 

(国公立大学 

前期試験) 

中３ 土曜講習 

 
 
 

＊自習室 

9:00～17:00 

02 月 28 日 03 月 01 日 03 月 02 日 03 月 03 日 03 月 04 日 03 月 05 日 03 月 06 日 

 
 
 
 

＊自習室 

9:00～17:00 

 
 
 
 
 

口座振替日 

    
 
 
 
 

 

中３ 土曜講習 

・前期合格発表 

     ～10 日 

＊自習室 

9:00～17:00 

03 月 07 日 03 月 08 日 03 月 09 日 03 月 10 日 03 月 11 日 03 月 12 日 03 月 13 日 

中３ 日曜講習 

 

＊自習室 

9:00～17:00 

・公立大学 

中期試験～ 

 

 ・公立高校 

一般入試学力検査  

・公立高校 

個性重視の特別試験 

・国公立大学 

後期試験～ 

 

 
 

＊自習室 

9:00～17:00 

03 月 14 日 03 月 15 日 03 月 16 日 03 月 17 日 03 月 18 日 03 月 19 日 03 月 20 日 

フクト 中１､２ 

 
 

＊自習室 

9:00～17:00 

   ・公立高校 

合格者発表 

 ２０２０年度

通常授業終了 

・国公立大学 

後期合格発表 

     ～23 日 

03 月 21 日 03 月 22 日 03 月 23 日 03 月 24 日 03 月 25 日 03 月 26 日 03 月 27 日 

・公立大学 

中期合格発表 

     ～23 日 

＊自習室 

9:00～17:00 

春期講習～ 

＊教室 学年に

よって日程が異な

ります。 

     
 
 
 

＊自習室 

9:00～17:00 

03 月 28 日 03 月 29 日 03 月 30 日 03 月 31 日 04 月 01 日 04 月 02 日 04 月 03 日 

 

 
      

 


