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【お願い】【お願い】【お願い】【お願い】    

 校舎の受付時間は、日曜・祝日を除く午後１時から午後 7 時までとなっております。欠席・遅刻などのご連絡やスケジュールの確認等は、上記

の受付時間内にお願いします。 

    ◎原則として日曜・祝日の授業はありません。◎原則として日曜・祝日の授業はありません。◎原則として日曜・祝日の授業はありません。◎原則として日曜・祝日の授業はありません。    

    ◎コース変更・各種届出書は毎月１０日までにご提出ください◎コース変更・各種届出書は毎月１０日までにご提出ください◎コース変更・各種届出書は毎月１０日までにご提出ください◎コース変更・各種届出書は毎月１０日までにご提出ください。 

◎一旦納入された費用は如何なる理由でも返金いたしかねますのでご了承下さい◎一旦納入された費用は如何なる理由でも返金いたしかねますのでご了承下さい◎一旦納入された費用は如何なる理由でも返金いたしかねますのでご了承下さい◎一旦納入された費用は如何なる理由でも返金いたしかねますのでご了承下さい    

秀英スクールでは、検定試験合格へ向けた対策授業を日曜日に実施しております。今後とも合格者を広報に掲載することで生徒たちの意欲の高揚

を図ります。ご理解のほどよろしくお願いします。    

 

  

 

    

    

        

日 月 火 水 木 金 土

3/28 29 30 31 4/1 2 3

春期講習会① 春期講習会② 春期講習会③ 春期講習会④ 春期講習会⑤ 春期講習会⑥

4 5 6 7 8 9 10

4月通常授業開始 中受土曜特訓④

休講 春期講習会⑦ 春期講習会⑧
小学5～６受験中受テスト

小学生実力確認テスト

中学生統一テスト

11 12 13 14 15 16 17

中受土曜特訓⑤

中３生

前期北辰マスター講座①

18 19 20 21 22 23 24

中受土曜特訓⑥

中３生

英検対策①
前期北辰マスター講座②

25 26 27 28 29 30 5/1

昭和の日

休講

中３北辰テスト① ５月分授業料 （授業あり）

英検対策② 自動振替

5/1～5/5まで講師研修の為休講

※5/1～5/５までは受付業務・自習室の開放もありません。
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小・中   年              さん  

小学部・中学受験部・高校受験部・高等部 

大学受験部・個別指導部・三検定指導部 

発行責任者：秀英スクール 代表 林 隆文 発行所：秀英スクール/志英館/東進衛星予備校坂戸校 

本部事務局：鶴ヶ島市松ヶ丘１-５-７ ℡ 04９-２７１-１０５１ http://www.shuei-school.net/ 

安全対策の実践安全対策の実践安全対策の実践安全対策の実践    

一一一一．緊急時避難場所の確認緊急時避難場所の確認緊急時避難場所の確認緊急時避難場所の確認    

職員一同避難場所を把握し、災害が発生した場合地域の指定する避難場所へ誘導できるよう、お子様の安全確保に最大限の努力を尽くしていま

す。また避難先から早急に保護者様へご連絡が取れるよう万全を期しています。 

二二二二．安心メールサービスの充実安心メールサービスの充実安心メールサービスの充実安心メールサービスの充実    

 お子様の登下校時にその時刻をメール送信することにより、塾での学習状況が把握でき行動範囲が管理できます。なおこのサービスは在校生の

方に無料で実施しております。まだ登録がお済みでない方は秀英スクール事務室までお問い合わせください。 
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【１】保護者緊急連絡先の把握について 

大地震などの災害時や大雪で休講などの緊急連絡先として保護者の皆様の≪携帯電話番号≫≪メールアドレ大地震などの災害時や大雪で休講などの緊急連絡先として保護者の皆様の≪携帯電話番号≫≪メールアドレ大地震などの災害時や大雪で休講などの緊急連絡先として保護者の皆様の≪携帯電話番号≫≪メールアドレ大地震などの災害時や大雪で休講などの緊急連絡先として保護者の皆様の≪携帯電話番号≫≪メールアドレ

ス≫等の提出をお願いしております。個人情報になりますので提出は任意ですが当スクールで厳重管理を致ス≫等の提出をお願いしております。個人情報になりますので提出は任意ですが当スクールで厳重管理を致ス≫等の提出をお願いしております。個人情報になりますので提出は任意ですが当スクールで厳重管理を致ス≫等の提出をお願いしております。個人情報になりますので提出は任意ですが当スクールで厳重管理を致

しますのでご協力いただけると助かります。（コロナウイルス蔓延が懸念され万が一休講になる場合も随時おしますのでご協力いただけると助かります。（コロナウイルス蔓延が懸念され万が一休講になる場合も随時おしますのでご協力いただけると助かります。（コロナウイルス蔓延が懸念され万が一休講になる場合も随時おしますのでご協力いただけると助かります。（コロナウイルス蔓延が懸念され万が一休講になる場合も随時お

知らせを発信します。）知らせを発信します。）知らせを発信します。）知らせを発信します。）    

当スクールでも災害に備えて生徒を守る！という事について全力で取り組んで行きたいと思います。これか当スクールでも災害に備えて生徒を守る！という事について全力で取り組んで行きたいと思います。これか当スクールでも災害に備えて生徒を守る！という事について全力で取り組んで行きたいと思います。これか当スクールでも災害に備えて生徒を守る！という事について全力で取り組んで行きたいと思います。これか

らもご協力よろしくお願い致します。尚メール等の送信は講師からとなります。講師のメールアドレスを事らもご協力よろしくお願い致します。尚メール等の送信は講師からとなります。講師のメールアドレスを事らもご協力よろしくお願い致します。尚メール等の送信は講師からとなります。講師のメールアドレスを事らもご協力よろしくお願い致します。尚メール等の送信は講師からとなります。講師のメールアドレスを事

前に知前に知前に知前に知っておきたい場合はお申し出下さい。っておきたい場合はお申し出下さい。っておきたい場合はお申し出下さい。っておきたい場合はお申し出下さい。    

【２】スケジュール確認 

３月２６日（金）  ４月分授業料＋春期講習会費用 自動振替日 

３月２７日（土）  ３月度 通常授業終了（２７日まで通常授業があります） 

３月２９日（月）  春期講習会（３/２９～４/７） 

 

 

 

４月 ７日（水）  第１回実力確認テスト（新小１～新小６）第 1 回中受テスト（新小５・新小６受験） 

第１回統一テスト（新中１～新中３）  

４月 ８日（木）  ４月度通常授業開始日  

4 月１０日（土）  中受前期土曜特訓開講  4 月１７日（土） 中 3 生前期北辰マスター講座開講 

4 月１８日（日）  英検対策授業開始 

４月２５日（日）  中３生第１回北辰テスト  

４月３０日（金）  ４月度通常授業終了 （５/1（土）～5/５（水）まで休講） 

５月 ６日（木）  ５月度通常授業開始日 

 

【３】４月より中３生前期北辰マスター講座開講 （土曜特訓講座開始） 

４月１７日（土）より中３生前期北辰マスター講座を行います。今年度も通常授業はすべて学校の勉強、定期

テストで少しでも点数を取れるように指導して行きたいと考えております。そこで土曜日に北辰対策や基礎力向

上の為の講座を設け集中して偏差値アップに取り組むという目的をもって学習していきます。中３生は中１・２

生の内容を実際の過去問題で、５教科行います。この講座で北辰第１回～３回に出題される内容に焦点をしぼり

中１・２生の時に苦手として残っている分野の克服を夏までにマスターする事が大切です。北辰テストは県内の

私立高校の合否を大きく左右すると同時に志望校決定の目安と公立高校受験までのモチベーションを保つのに大

事な試験です。是非この＋αの講座をお申込下さい。詳しくは、後日パンフレットをお配り致します。 

申込締切：４月１６日（金）までとなります。 
 

 

【４】夏期合宿費用分割積み立てのお知らせ 

 

一昨年に引き続き今年度も、ご家庭の負担軽減を考慮して夏期合宿費用の分割積み立てが出来ます。 合

宿費用を 3 月.4 月,5 月,6 月,7 月,８月の６ヶ月間で現金納入となります。分割をご希望されない方は，従

来どおり 6 月,7 月の 2 回分割自動振替となります。途中途中途中途中から分割納入をご希望の方はお手数ですが当スクから分割納入をご希望の方はお手数ですが当スクから分割納入をご希望の方はお手数ですが当スクから分割納入をご希望の方はお手数ですが当スク

ールまでご連絡下さい。ールまでご連絡下さい。ールまでご連絡下さい。ールまでご連絡下さい。申込用紙をお渡し致します。申込用紙をお渡し致します。申込用紙をお渡し致します。申込用紙をお渡し致します。又ご不明な点など御座いましたら、どんなことでもお

気軽にお問い合わせください。 

 

※ 合宿参加対象学年：中学受験者・中学生全学年 

※  

※ 日時：８月１９日（木）～２３日（月）(４泊５日) 

※ 場所：長野県下高井郡山之内町平穏 7148-23 『志賀高原ロッヂ』 

※ 費用：６６６６８８８８．０００円．０００円．０００円．０００円(＋税６.８００円) 合計費用７４．８００円 

（合宿費には授業料、教材費、宿泊代、往復バス代、食事１３回、保険代が全て含まれています） 

 

 ★兄弟姉妹での参加は１人分２０，０００円の割引になります。ご参加希望の場合はお知らせ下さい。 

尚、合宿全般についての詳細は６月初旬頃ご案内をお配り致します。 

※ 春期講習会の日程は、学年・クラスによって異なります。「講習会案内又は講習会時間割」 

でご確認ください。また講習会中の通常授業はありません。また講習会中の通常授業はありません。また講習会中の通常授業はありません。また講習会中の通常授業はありません。 
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【５】２０２1 年度 第１回英検・漢検・数検対策講座開始 

2021 年 5 月２９日(土)に第１回英語検定１次試験が実施されます。それに伴い，秀英スクールでは 4 月 18

日(日)より英検対策授業を開始します。また５月９日(日)より数検対策授業を実施致します。漢検対策授業は

5 月２３日（日）より実施いたします。 

（尚，第１回三検定対策スケジュールと検定申込書は，すでにお子様に配布させて頂いております）。 

 
 

【6】２０２１年度 第１回三検定試験日程 
 

※第１回検定申し込み締切日は検定ごとに別日となります。「検定申込書」にてご確認ください。また、

受検級のご質問・ご相談等がありましたらお気軽にご相談下さい。 
 

試

験

日 

英 検 数 検 漢 検 

１次試験 5 月２９日(土) 

２次試験 ７月４日(日) 

６月１２日(土) ６月２６日(土) 

時 

間 

5 級  午後 1:00～ 2:10 １次：午後 1:30～ 2:30 2 級 午前 10:00～11:00 

4 級  午前 10:00～11:30 ２次：午後 2:40～ 3:40 準 2 級 午前 11:50～12:50 

3 級  午後 1:00～ 2:50 ２級・準２級は 4:10 まで 8,9,10 級 午前 11:50～12:30 

準 2 級 午前 10:00～12:15 準１級は 4:40 まで 3,5,7 級 午後 1:40～ 2:40 

2 級  午後 1:00～ 3:25 

※数検は検定料が変更されました。   

ご注意ください。 

4,6 級 午後 3:30～ 4:30 

 

㊟ 数検試験日に忘れ物が目立ちます。定規・分度器・コンパス・電卓（１０桁以上）電卓（１０桁以上）電卓（１０桁以上）電卓（１０桁以上）    

貸し出しはしませんので必ず持参しましょう！ 

※2021 年度第 1 回より英検の検定料金が改定となりました。 

【７】お知らせ配布袋について 

 

 塾から配布するお手紙で特に重要なお知らせに関しては『お知らせ配布袋』に入れて生徒に渡しています。 

全生徒への未配布を防ぐ為に取り入れています。お手数ですが、配布したお手紙やご案内を確認した後、確認

印を押して再度返却をお願いします。ご協力よろしくお願い致します。 

          

【８】5 月分授業料振替のお願い 

 

5 月分授業料の振替は 4444 月月月月 27272727 日日日日((((火火火火))))となります。ご了承の上、銀行口座の残高確認をお願い致します。 

引落が出来ませんと現金にての入金になってしまいます。お子様が現金を持参して失くしたり・落としたり等

トラブルになる事を避けるためにも・・毎回口座振替が確実にできるようにご協力をお願い致します。 

 

【９】新型コロナウイルス蔓延について 

3 月号の通信でもお知らせ致しましたが、引き続き当スクールでは、教室等の換気・手洗い・消毒の徹底を 

していきます。生徒の皆さんには各家庭でのマスクの用意をお願いします。体調がすぐれないときはお休みを

して様子を見て下さい。安心・安全に通塾出来る事が一番です。 

授業はスムーズに進んでいますが、春休み中で日常生活のリズムが崩れコロナ禍で心身共にストレスを感じて

いる生徒には、いつも以上に目を配り声掛けをしていきたいと思います。 

再び、県内又は全国的に感染拡大が懸念される場合は随時お知らせを発信していきます。 

些細な事でもお気づきの点がありましたら、お問合せ下さい。 
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【１0】４月のテスト 

<<<<日程日程日程日程>>>>    

 

小３～小４生 実力確認テスト ４月 7 日（水）   （国・算）ＰＭ1：00～2：30 

小 5～小６生 実力確認テスト ４月 7 日（水）   （国・算）ＰＭ1：00～2：30 

小 4～小６生中学受験生 中受テスト ４月 7 日（水）    （４科）ＰＭ1：00～4：10 

中１生 統一テスト ４月 7 日（水）    （３科）ＰＭ1：00～3：20 

中２生 統一テスト ４月 7 日（水）    （5 科）ＰＭ6：00～9：40 

中３生 統一テスト ４月 7 日（水）    （5 科）ＰＭ4：00～9：50 

                            ※中 3 生は 5：30～6：50 まで夕食休憩あり。 

【小３～小６生【小３～小６生【小３～小６生【小３～小６生        実力確認テスト実力確認テスト実力確認テスト実力確認テスト    出題範囲】出題範囲】出題範囲】出題範囲】    

 国国国国    語語語語    算算算算    数数数数    

    
小３小３小３小３    春期講習の確認・2 年生までの総まとめ 

春期講習の確認・2 年生までの総まとめ 

小４小４小４小４    
春期講習の確認・3 年生までの総まとめ 春期講習の確認・3 年生までの総まとめ 

小５小５小５小５    

春期講習の確認・4 年生までの総まとめ 春期講習の確認・4 年生までの総まとめ  

 

小６小６小６小６    
春期講習の確認・5 年生までの総まとめ 春期講習の確認・5 年生までの総まとめ 

 

 

【中１～中３【中１～中３【中１～中３【中１～中３生生生生        統一統一統一統一テテテテストストストスト    出題範囲】出題範囲】出題範囲】出題範囲】    

    

 国語国語国語国語    数学数学数学数学    英語英語英語英語    理科理科理科理科    社会社会社会社会    

中１中１中１中１    

小学小学小学小学校校校校の総の総の総の総まとめまとめまとめまとめ    

漢字の読み書き／漢字 

・語句の知識など 

小学小学小学小学校校校校の総の総の総の総まとめまとめまとめまとめ    

割合／速さ／比／図形 

選択Ⅰ正負の数の意味 

選択Ⅱ小学校の復習 

アルファベット 

身の回りの単語 

 

        

中２中２中２中２    

１年１年１年１年生生生生の総の総の総の総まとめまとめまとめまとめ    

漢字の読み書き／漢字 

・語句・文法の知識など 

    

１年１年１年１年生生生生の総の総の総の総まとめまとめまとめまとめ    

正負の数／文字式／１次方

程式／比例と反比例 など 

１年１年１年１年生生生生の総の総の総の総まとめまとめまとめまとめ    

一般動詞の過去形を含む 

  

中３中３中３中３    

２年生までの総まとめ２年生までの総まとめ２年生までの総まとめ２年生までの総まとめ    

漢字の読み書き／漢字 

・語句・文法の知識など 

    

２年生までの総まとめ２年生までの総まとめ２年生までの総まとめ２年生までの総まとめ    

式の計算／方程式／１次関

数／図形 など 

 

２年生までの総まとめ２年生までの総まとめ２年生までの総まとめ２年生までの総まとめ    

 

  

 

【小５～小６生受験【小５～小６生受験【小５～小６生受験【小５～小６生受験        中受テスト中受テスト中受テスト中受テスト    出題範囲】出題範囲】出題範囲】出題範囲】    

 国語国語国語国語    算数算数算数算数    理科理科理科理科    社会（４科）社会（４科）社会（４科）社会（４科）    

    

小小小小 5555～小６受験生～小６受験生～小６受験生～小６受験生    ○春期総合○春期総合○春期総合○春期総合    

 

  

                                     

＝＝＝＝秀英通信秀英通信秀英通信秀英通信    ４月号４月号４月号４月号＝＝＝＝    

                
====秀英通信４月号＝秀英通信４月号＝秀英通信４月号＝秀英通信４月号＝    

 

 

 

★ 進学・進級おめでとうございます。私達講師一同は今年度も生徒一人進学・進級おめでとうございます。私達講師一同は今年度も生徒一人進学・進級おめでとうございます。私達講師一同は今年度も生徒一人進学・進級おめでとうございます。私達講師一同は今年度も生徒一人

ひとりと向き合ってキメ細かい指導をしていきます。学習面・生活面ひとりと向き合ってキメ細かい指導をしていきます。学習面・生活面ひとりと向き合ってキメ細かい指導をしていきます。学習面・生活面ひとりと向き合ってキメ細かい指導をしていきます。学習面・生活面

気になる事がありましたら、どんな小さい事でもご相談下さい。お子気になる事がありましたら、どんな小さい事でもご相談下さい。お子気になる事がありましたら、どんな小さい事でもご相談下さい。お子気になる事がありましたら、どんな小さい事でもご相談下さい。お子

様や保護者の皆様にとって安全で安心して通える塾を目指して行き様や保護者の皆様にとって安全で安心して通える塾を目指して行き様や保護者の皆様にとって安全で安心して通える塾を目指して行き様や保護者の皆様にとって安全で安心して通える塾を目指して行き

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。    

★早く世の中が落ち着いて、安心して日常生活が送れるとよいですね！★早く世の中が落ち着いて、安心して日常生活が送れるとよいですね！★早く世の中が落ち着いて、安心して日常生活が送れるとよいですね！★早く世の中が落ち着いて、安心して日常生活が送れるとよいですね！    

    コロナに負けずに頑張りましょう。コロナに負けずに頑張りましょう。コロナに負けずに頑張りましょう。コロナに負けずに頑張りましょう。    

 

★次回『秀英通信５月号』は４月２５日頃配布予定です。 


