
 

 

 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がんばれ受験生！がんばれ受験生！がんばれ受験生！がんばれ受験生！    ＝試験当日の心構え＝＝試験当日の心構え＝＝試験当日の心構え＝＝試験当日の心構え＝    

AAAA．朝．朝．朝．朝                    ＝＝＝＝    精神一到何事かならざらん精神一到何事かならざらん精神一到何事かならざらん精神一到何事かならざらん    ＝＝＝＝        

① 朝食・トイレ・持ち物・身だしなみ・時間の基本姿勢を徹底させましょう。 

② 今まで使い込んだノートをお守り代わりに持っていくと安心です。    

BBBB．試験開始．試験開始．試験開始．試験開始        ＝＝＝＝    あきらめるな、テストは最後の１秒までが勝負あきらめるな、テストは最後の１秒までが勝負あきらめるな、テストは最後の１秒までが勝負あきらめるな、テストは最後の１秒までが勝負    ＝＝＝＝    

① 深呼吸によりこころを落ち着かせます。（試験中でもいき詰まりを感じたら深呼吸！） 

② 受験番号・氏名をていねいな字で書き上げ『さぁ、やるぞ！』と己自身を盛り上げます。 

③ 問題全体を見渡して設問の量を確認し、大まかな時間の配分をイメージします。 

④ やさしそうな問題や以前解いたことがあるような得点可能な問題から先に手をつけましょう。見慣れた問題の場合には、ふと気がゆる

んで早とちりをすることがありますから注意が必要です。また設問中の条件はすべて使うことが解法の秘訣です。さらに、文章題の攻略

は出題者の意図を読み取ることが効果的です。 

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 金 土

1/27 28 29 30 31 2/1 2
北辰テスト⑧ 都内私立中入試開始 小学生検定コース説明会

新中１数学準備講座 中3生対象
漢検対策⑤ 後期マスター⑮

3 4 5 6 7 8 9
第3回　漢字検定第3回　漢字検定第3回　漢字検定第3回　漢字検定 新小５・６生中受説明会

☆中1・2生対象 新中1生保護者説明会

新中１英語準備講座 学年末テスト 2月分授業料 中3生対象
自動再振替日 後期マスター⑯

10 11 12 13 14 15 16
建国記念の日 新中2生保護者説明会

入塾個別説明会 (通常授業あり） 公立入試英作文特訓 新中3生保護者説明会

新中１英語準備講座 新年度教科(科目)受講 中3生対象

公立入試プレテスト 確認書提出日 後期マスター⑰

17 18 19 20 21 22 23
公立入試英語 新高１生保護者説明会

リスニング特訓 公立入試国語作文特訓

入塾個別説明会 新年度教科(科目)受講 中3生対象

新中１国語準備講座 確認書提出日 後期マスター⑱

24 25 26 27 28 3/1 2
公立入試直前特訓 公立入試直前特訓 公立入試直前特訓 今年度授業最終日 埼玉県公立高校 実技検査 新年度準備日

新中１国語準備講座 (理・社特訓） (３科特訓） 公立入試前日特訓 学力検査 新学年生徒対象 (休講)

3 4 3月分授業料＆新年度 ガイダンス
第3回英検2次 新年度開授業始 諸費用自動振替日 (通常授業なし） (通常授業なし）

対策開始～28日(木)まで



【１】３月より新年度授業開始 

３月 4 日（月）より当スクールでは，小学校・中学校・高等学校より先立って新年度授業を開始致します。３月よ

りスタートを切ることで，学校の予習を始めていきます。 

【２】日程確認《中学・高校入試と秀英スクールの行事予定》 

・1 月 27 日（日） 中３第８回北辰テスト・新中１生数学準備講座ＰＭ2：00～3：20 漢検対策⑤  

・２月 １日（金） 都内私立中学入試開始  

・2 月 2 日（土） 小学生検定コース説明会 pm1：００～2：3０  

・2 月 3 日（日） 第 3 回漢字検定試験 

・2 月 4 日（月）～2８日（木） 学年末定期テスト対策授業 

・2 月 9 日（土） 中学受験生保護者説明会ＰＭ1：0０～2：3０・新中１生保護者説明会 ＰＭ3：００～４：3０   

・2 月１１日（月） 中 3 生公立プレテスト（5 教科 受験当日と同じタイムスケジュールにて） 

・2 月 16 日（土） 新中２生保護者説明会 ＰＭ1：００～2：3０・新中３生保護者説明会 ＰＭ3：００～４：3０ 

・２月 19 日（火） 新年度 教科（科目）受講確認書提出締切日 

・2 月２3 日（土） 新高１生保護者説明会ＰＭ1：00～2：30 

・2 月２７日（水） ３月分授業料・新年度諸費用自動振替日 ２０１8 年度授業最終日 公立入試前日特訓 

・・・・２月 ２８日（木） 埼玉県公立高校 学力検査 

・３月 １日（金） 埼玉県公立高校 実技検査    新中１～３生『生徒進学ガイダンス』 

・３月 ２日（土） 新年度準備日 (休講) 

・３月 ３日（日） 第３回英語２次試験  新中２生・中３生北辰テスト 

・３月 ４日（月） ２０１９年度 新年度授業開講日 

・３月 ８日（金） 埼玉県公立高校入試合格発表    中３生合格祝賀会 

・３月 2１日（木）～2２日(金) 卒業生スキーツアーの予定 (希望者のみ) 

・３月２９日（金）～４月７日(日) 春期講習会予定 

【【【【３３３３】】】】新中１～３生 生徒対象進学ガイダンス 

〔日程〕 ３月１日（金） ①新中１生（現小６生）   ＰＭ５：００～６：５０ 

②新中２・３生（現中１・２生） ＰＭ７：３０～９：２０ 

〔概要〕 各教科の勉強方法・1 年間のスケジュール・高校入試情報・新年度教材配布等 

  ※新しいテキストを配布しますので、大きめなバック・名前書き用のマジック名前書き用のマジック名前書き用のマジック名前書き用のマジックがあるといいと思います。 

【４】中３生「公立入試対策合格プログラム」最後の特訓講座！ 

中３生は２月２８日（木）に公立高校入試が実施されます。秀英スクールでは、後期入試講座と 2 月２日(土)より

中 3 公立受験生を対象に「面接・国語作文・英語リスニング・英作文」そして英語・数学の選択問題の徹底特訓を

行います。今までの総復習と共に教科担当講師が出題予想をしていきます。そして、最後の追込みで志望校合格へ

と導きます。入試前日に特訓授業及びガイダンスを行います。1 点でも多くの点を取り合格を勝ち取ってください。

このプログラム講座そして入試前日特訓授業で行なった内容は重要です。確実に復習して下さい。特に暗記科目は

すべて覚えなおしてください。最後の努力が一番伸びます。最後まで頑張れた人は必ず合格します。 

☆2 月 24 日(日)より公立入試前日まで公立入試特訓を実施します。 

◎２月１１日◎２月１１日◎２月１１日◎２月１１日((((月月月月))))～公立プレテスト～公立プレテスト～公立プレテスト～公立プレテスト    飲み物とお弁当を持参して下さい。外には買いに行けませ飲み物とお弁当を持参して下さい。外には買いに行けませ飲み物とお弁当を持参して下さい。外には買いに行けませ飲み物とお弁当を持参して下さい。外には買いに行けませ

ん。ん。ん。ん。((((受験当日と同じスケジュールで実施する為受験当日と同じスケジュールで実施する為受験当日と同じスケジュールで実施する為受験当日と同じスケジュールで実施する為))))    



【５】新年度諸費用の自動振替について 
秀英スクールでは２月２７日(水)で２０１８年度の授業を終了いたします。新年度(２０１９年度)は３月４日(月)

より新学年として開講いたします。それに伴いまして、新年度の年間教材費、前期テスト費、前期維持管理費の諸

費用を３月分授業料と同時に２月２７日（水）に金融機関より自動振替させていただきます。 

今年度１０月から消費税が１０％に引き上げられますが、当スクールではご家庭のご負担を考え授業料は、前年

度と同額に据え置きます。今後も大勢の生徒のみなさんの為に、よりよい学習環境を整えて行きます。これからも

ご支援・ご協力をお願いいたします。 

尚、２月４日(月)頃より「新年度諸費用と時間割のご案内」を配布しますのでご確認ください。現中３生につい

ては２月２３日(土)新高１生保護者説明会にて高校講座の御案内を配布致します。 

※新年度受講科目数確認書を配布致します。２月※新年度受講科目数確認書を配布致します。２月※新年度受講科目数確認書を配布致します。２月※新年度受講科目数確認書を配布致します。２月１１１１９９９９日日日日((((火火火火))))までにご提出下さい。までにご提出下さい。までにご提出下さい。までにご提出下さい。    

 

 
☆☆☆☆自動振替ご協力のお願い☆～入金額の持参の間違え自動振替ご協力のお願い☆～入金額の持参の間違え自動振替ご協力のお願い☆～入金額の持参の間違え自動振替ご協力のお願い☆～入金額の持参の間違えのトラブル・紛失のトラブル・紛失のトラブル・紛失のトラブル・紛失や安全性のや安全性のや安全性のや安全性の問題問題問題問題からお子様が高額な現金をからお子様が高額な現金をからお子様が高額な現金をからお子様が高額な現金を

塾に持参するのをなるべく避けるよう自動振替のご協力を再度お願い致します。塾に持参するのをなるべく避けるよう自動振替のご協力を再度お願い致します。塾に持参するのをなるべく避けるよう自動振替のご協力を再度お願い致します。塾に持参するのをなるべく避けるよう自動振替のご協力を再度お願い致します。    

 
【６】新中１準備講座開始 

秀英スクールでは１月に数学の講座を実施しました。2 月も現小６生を対象に無料講座として中１で習う英語・国

語の先取り授業をおこないます。中１生になったらどのようなことを習うのか（勉強方法やノートの取り方など）

先取り授業を実施いたしますので、現小６生は必ずご参加の程宜しくお願い致します。 

※２月の予定～２月３日（日）・１０日（日）英語、１７日（日）・２４日（日）国語の講座があります。詳

細は別紙にてお伝え致しておりますのでご確認の程宜しくお願い致します。 

【７】新高１準備講座開講(２月・３月) 

私立高校を第一志望として受験した現中 3 生の通常授業も、２月２日(土)から３月２７日(水)まで合格者を対象

に「新高 1 準備講座」に編成しなおして授業を行います。高校のクラス編成テストで上位に入るために必要な講座

です。ご期待ください。内容の詳細については先日別紙にてお伝え致しておりますので必ずご確認の程宜しくお願

い致します。 

【８】第３回英検２次試験（３/３） 

２０１８年度、第３回英検２次試験が次の通り行われます。より高い級を目指して自己研鑽に励んでください。 

英検 1 次(3 級以上)合格者には 2/２(火)より英検 2 次対策を個別に指導します。詳細は後日お伝え致します。 

この対策授業で学んだ知識は新年度をむかえ、学年が上がったときに大いに役に立ちます。 

検定 試   験   日 時        間  

英
検

 

３月 ３日(日) 

２次試験 

本会場(指定大学または指定高校) 

      

      

      

      

※英検２次試験は３級以上１次合格者に場所・時間等の通知があります。 

 

 

２月２７日(水) ３月分授業料(新学年)＋新年度諸費用  自動振替日      

※26日までに金融機関への入金確認をお願い致します。 



【９】中１・２生定期対策授業 

現在３学期制・２学期制いずれの中学校でも３学期を迎え、多くの行事が予定されていることと思います。更に、

定期試験や実力試験、検定試験等学力を発揮する機会も増え、これまで以上に前向きに全ての試練に立ち向かえる

力強い意志と実行力を養う良き機会であります。秀英スクールではそんな生徒たちの試練を真正面から応援すべく

検定試験対策に加え 2222 月月月月４４４４日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～2222 月月月月２７２７２７２７日（水）の間、定期試験対策授業を各中学校別日（水）の間、定期試験対策授業を各中学校別日（水）の間、定期試験対策授業を各中学校別日（水）の間、定期試験対策授業を各中学校別又は又は又は又は地域別地域別地域別地域別に実施致に実施致に実施致に実施致

します。します。します。します。3 学期の学習内容が少ないため、2 学期の復習も数多く出題されます。また、3 学期（学年末）の成績は

とても重要で１年間の内申点に大きく影響します。したがって効率良い学習をすることで、有意義で実り最後の定

期対策を送りましょう。なお、自習室を備えていますので大いに活用しましょう。 

尚 2 月２４日（日）は中 1・2 生対象の学年末テスト直前特訓を行います。 

【１０】お知らせ 

〔１〕新年度（２０１９年度）準備及び公立高校入試の為 ２月２８日（木）～３月３日（日）まで通常授業はお

休みになります。 

新年度開講日は３月４日（月）からになります。尚、受付業務等は行っていますので御用のある方は校舎ま

でお問合せ下さい。 

〔２〕2 月には新学年別の保護者説明会を開催致します。新年度に向けての当スクールの取り組みや学習内容につ

いて詳しく説明いたします。又又又又希望者には希望者には希望者には希望者には映像授業を映像授業を映像授業を映像授業を検定対策授業等検定対策授業等検定対策授業等検定対策授業等に取り入れ自宅学習のきめ細かい対応をに取り入れ自宅学習のきめ細かい対応をに取り入れ自宅学習のきめ細かい対応をに取り入れ自宅学習のきめ細かい対応を

していく方針です。していく方針です。していく方針です。していく方針です。((((関心のある方には詳しい説明を致します。関心のある方には詳しい説明を致します。関心のある方には詳しい説明を致します。関心のある方には詳しい説明を致します。))))    

お忙しい所申し訳ありませんが、ぜひこの機会に説明会にご参加いただきますよう、よろしくお願い致します。

（当日はスリッパ等ご持参していただけると助かります。） 

    

    

  

 

                                 

＝秀英通信２月号＝＝秀英通信２月号＝＝秀英通信２月号＝＝秀英通信２月号＝   

 

 

《お知らせとお願い》《お知らせとお願い》《お知らせとお願い》《お知らせとお願い》    

★ 申し訳ありませんが事務処理の都合上、新年度の受講科目確認書

は２月１９日(火)までに期日厳守で提出をお願いします。 

 

★ 次回『秀英通信３月号』は２月２５日頃配布予定です。 


