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・検定指導部・映像指導部

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/

日

月

火

水

木

26

27

28

29

30

高校入試個別相談会

１０月分授業料
自動振替日

（坂戸グランドホテル）

3

金

10月1日

2

中3北辰理社特訓

中3北辰3科特訓

～9月27日より10月2０日迄定期テスト対策授業実施～

中３生対象
後期マスター③
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中受首都圏模試
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第2回 英語検定試験
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２学期中間対策特訓講座
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第2回 漢字検定試験
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中３生対象
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英検2次対策①
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26

27
11月分授業料
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英検2次対策②

自動振替日

31
英検2次対策③

中３生対象
後期マスター⑦

安全対策の実践
緊急時避難場所の確認
一．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．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校舎事務室までお問い合わせください。

【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。

◎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。
日までにご提出ください
秀英スクールでは、検定試験合格へ向けた対策授業を実施します。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。
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【１】２学期保護者面談（中３生からスタートします）
２学期の保護者面談を実施します。秀英スクールの講師と保護者の皆様との個人面談です。中３受験
生は夏期講習会及び夏期集中特訓講座での成果が会場テストや実力テストで発揮されていることと思い
ます。そのテストの結果をもとに来春の入試に向けての具体的な志望校の決定と受験準備のすすめ方、
学校での三者面談の上手な受け方など、合否に直結する内容の話をします。また、受験生以外の学年では
塾での学習状況の報告や学習相談、進学相談を行っております。学年ごとに順に実施しておりますので、
多少実施時期が遅くなる場合もありますのでご了承ください。10／６（火）から面談の機会を設けます
ので、面談をご希望の方は面談用紙をご提出下さい。

【２】２０２１年度入試対策講座
【中学受験】☆6 年生対象☆
後期土曜特訓講座（９月より開講中）
来年の入試で出題される問題を解けるようになるための演習解説講座は開講中です。これからの学
習で在校生が受験予定の各中学校の過去問の全解説演習と最重要単元を身につけます。また志望校決
定のための重要な首都圏統一模試の過去問演習にも多く行います。入試頻出のテーマを集中的に学習
し定着を図り実際の入試に対応できる学力を養成します。

【高校受験】
後期土曜北辰対策＆入試マスター講座（９月中旬より開講）
この講座では前期に引き続き北辰テストの偏差値アップと実際に埼玉県の公立入試で出題された問
題の演習と解説を行います。前期講座より後期特訓の授業回数を増やしすべての事を徹底的に訓練し
必要な学力をすべて身につけさせます。どうしても受かりたい公立第１志望合格・私立第１志望で北
辰の成績を上げたい生徒を対象としてつくった講座です。これまでの合格実績で証明された受験スキ
ルをこの講座で集中的に伝授し、本番で委縮しない精神面も鍛え上げます。

☆新しくなった北辰テストに完全対応☆
北辰テストは以前より出題方法が大幅に変更され公立入試問題により近く難しいものとなりまし
た。全県の受検者が大幅に平均点を下げ、今までの方法では通用しなくなりました。当スクールでは
講師それぞれが出題傾向を研究・勉強し万全の体制で臨みます。

☆公立入試問題の選択制度にも対応☆
公立入試問題の選択制度にも対応☆
埼玉県内の公立 2２校において英語
英語と数学
英語 数学が選択問題になりました。該当する高校を受験する生徒
数学
にも新しい制度に困惑することのないようにしっかりと指導していきます。

【３】中学生定期試験対策授業
期間：９月２７日～１０月２０日
上記の期間で定期対策授業を行います。5 教科の総復習を実施します。2 学期の定期試験は内申点を
大きく左右するテストです。必ず出席をお願い致します。詳細は、別紙にてお知らせ致します。中 3 生
にとっては一番重要な 2 学期です。又中１．２生にとっても調査書の内申点に関わる定期試験は大事で
す。頑張りましょう。
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【４】私立高校入試個別相談会
中学３年生の皆さんにとってはいよいよ志望校決定の時期になりました。そこで S.net グル～プ・秀英
スクールでは、１０月下旬より１２月下旬にかけまして東京農大三高・大妻嵐山・武蔵越生・埼玉平成・
山村国際・西武文理・城西川越・星野・川越東・山村学園・西武台・埼玉栄・城北埼玉・細田学園・淑徳・
聖望学園、等について最終受験校（単願・併願）を決定するため個別相談会を秀英スクールで実施したり、
実際に高校へおもむいて行います。
（また、S・net グループ(秀英スクール・志英館)在校生だけの相談会
もあります。）その際、学校案内や部活見学、体験授業等各高校により様々な対応があります。もちろん
塾長の林が引率しますので安心して参加できます。是非とも気になる学校・進学を考えている学校が御
座いましたらこの期を逃さずに必ず参加の方お願い致します。
※訪問日時が決定次第ご案内を配布いたします。

【５】第２回英検・漢検・数検・試験日程
２０２１年度第２回の検定試験が下記の日程で行われます。高校入試では、３級以上を取得すると公
立・私立入試で有利になります。対策授業に参加して、見事合格を勝ち取ってください。なお、検定試
験は公的な試験ですので、指定された日時以外での受検はできません。

英
試
験
日

検

数

１次試験 １０月９日(土)
２次試験 １１月１４日(日)

検

漢

１０月１６日(土)

検

１０月２３日(土)

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

4,6 級

午後 3:30～ 4:30

時
間
(6 級～10 級は 1 次試験のみです)

※数検２次・数理技能検定では電卓が使用できます。またコンパス・定規等忘れずに持参してください。
※英検は午前１０時・午後１時は集合時間です。漢検・数検は試験開始時間ですので、15 分前には教室に入
ってください。

【６】第２回英検・漢検・数検対策講座
9/５（日）より第２回英語検定対策講座がはじまりました。９/１２（日）からは、数学検定対策講座・
漢字検定対策講座が始まりました。英検 2 次対策授業は１次合格者対象で 10/23（土）より個別指導を
実施します。
尚，検定対策スケジュールはお子様の方にお配りしております。宜しくお願い致します。

【７】新検定にチャレンジしてみましょう！
前回通信８・９月合併号でもお知らせいたしましたが、「日本語検定」・「理科検定」
・「歴史検定」を
１１月に実施します。詳細は生徒に配布致しました。ご確認の上是非挑戦してみましょう。
① 日本語検定～１１月１３日(土)
日本語検定対策授業は１１月６日(土)に実施します。
② 理科検定～１１月１４日(日)
理科検定対策授業は１１月７日(日)に実施します。
③ 歴史検定～１１月２７日(土)
歴史検定対策授業は１１月２１日(日)に実施します。

※締切日：歴史検定～９月３０日(木)
日本語検定～９月３０日（木）
理科検定～９月３０日（木）

以上です。
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【８】在校生の兄弟姉妹特典
在校生兄弟姉妹の方の入塾に対し，今なら後期諸費用（教材費・テスト費・維持管理費）の割引特典が
あります。又２人目以降のお子様の授業料は半額免除致します
尚、お友達と一緒の同時入塾もさまざまな特典をご利用出来ますので、詳しい内容を是非お問合せ下さ
い。
※兄弟姉妹ではなく、お友達を紹介して頂いた在場合は（お友達が入塾後）ささやかではございますが、図書
カードを進呈させて頂きます。

【９】お知らせとお願い
① 以前からお願いしていますが、塾への送迎時は近隣の住宅等に迷惑の掛からないようお車の駐停車を
お願い致します。（特に塾のマンション入口とアパートの路地は迷惑駐車の苦情が多くなっておりま
す。）
駐車場が少なく皆様にはご不便をお掛けしますが、これからもご協力をお願い致します。
②

毎月『秀英通信』でお知らせしていますが、受講科目の増減などコース変更・各種届出は毎月１０
日までにお願い致します。
また、入塾申込書にも記載してありますが一旦納入された諸費用は理由の如何に関わらず返却致しか
ねます。ご了承下さい。
※病欠等で１ヶ月間休学の場合は自動振替された授業料は翌月に充当する事もできます

③ 毎月の授業料ですが、必ずその月の
毎月の授業料ですが、必ずその月の末
末日までに納入をお願いいたします。滞納があった場合は次月からの
受講をご遠慮していただく事となります。滞納の為退塾等なりますと、その負担はお子様に直接かかわっ
てきますので何卒ご協力をお願い致します。

★次回秀英通信『１１月号』は１０月２５日頃配布予定です。
★ 季節の変わり目です。かぜなどひかぬように体調管理に気を付けて
欲しいと思います。
★ 今月は第２回検定が実施されます。日頃の頑張りが実って全員合格
出来るといいですね！！応援しています✌
★ 引き続き感染予防対策を徹底していきます。マスク着用での通塾を
お願いします。

＝秀英通信１０
＝秀英通信１０月号＝
１０月号＝
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