学力開発通信

２０２０年１０月号
神無月

１０月の予定
１

木

２

金

３

土

４

都民の日
※お休みではありません

１６

金

１７

土

全国統一小学生テスト申込締切
(6AB)合不合申込締切 11/8 実施分
(中３)V もぎ申込締切 11/1 実施分

(４ⅠⅡ/5AB)月例テスト
英検実施日

１８

日

(中３)自校作成 V もぎ(会場実施)
※希望者のみ

日

(６AB)しゅともし(会場実施)
(６T)公中検模試(塾実施)
(中３)進研 V もぎ(塾実施)

１９

月

５

月

(６錬)月例テスト

２０

火

６

火

２１

水

７

水

２２

木

８

木

２３

金

９

金

２４

土

１０

土

２５

日

１１

日

(6AB)合不合判定テスト(会場実施)

２６

月

１２

月

(1ⅠⅡ)月例テスト

２７

火

１３

火

(2AB)月例テスト

２８

水

１４

水

(2S)月例テスト

２９

木

１５

木

３０

金

３１

土

(5 錬/5T)月例テスト

(6AB)しゅともし申込締切 11/３実施分
(6T)公中検申込締切 11/8 実施分

漢検・数検実施日

【１０月のお知らせ】
■全学年共通
●教室への連絡について
教室へのお問合わせは電子メールをご活用頂くようご協力をお願い致します。
授業中および授業前後はお子さまの対応に専念させて頂くためです。
お電話に出られない場合もございますので、予めご了承下さいませ。

★当塾送受信用メールアドレス

info@gakuryokukaihatsu.com

●個人面談に関して
小６AB、小６T、中３は進路指導を兼ねた三者面談となりますので、よろしくお願い致
します。それ以外の学年・クラスは希望制となります。申込受付は電子メールにて行い
ます。ご希望の方は以下申込方法をご確認の上、10 月 3 日（土）までに送信下さい。
【申込方法】
①～④をご記入頂き、info@gakuryokukaihatsu.com まで送信下さい。メール受信
後、決定日時を返信いたします。調整に 3 日程度お時間をいただく場合がございます。
① お子さまの現学年・クラス・氏名（フルネーム）
② 希望日時（下記【面談可能時間帯】より選択の上、第３希望までご記入下さい）
③ ご相談内容
④ 面談形式（㋐三者㋑二者（保護者）㋒前半二者、後半三者）
【面談可能時間帯】
＜小６ＡＢ、小６Ｔ、中３ＳＡのご家庭は以下からお選び下さい。＞
月：15 時～ 16 時～ 17 時～ 18 時～ 19 時～

20 時～ 21 時～

水：15 時～ 19 時～ 20 時～ 21 時～
金：15 時～ 16 時～ 17 時～ 18 時～ 19 時～

20 時～ 21 時～

＜その他のクラスのご家庭は以下からお選び下さい。＞
月～金曜日：15:00～16:30，19:00～22:00 土曜日：14:30～22:00
※上記時間枠の中の 30 分間の面談とさせていただきます。

●英検
【実施日】10 月３日（土）
【試験会場】学力開発教室
【時間帯】２級：14：20～16：35
３級：14：40～16：20
５級：15：00～16：10

準２級：16：40～18：45
４級：16：30～17：55

●漢検
【実施日】10 月 31 日（土）
【試験会場】学力開発教室
【時間帯】13：30～14：30
【申込締切】9 月 2４日（木）

●数検
【実施日】10 月 31 日（土）
【試験会場】学力開発教室
【時間帯】13：30 開始
【申込締切】９月２６日（土）

●申込締切一覧
９/23（水）
：（6AB）合不合判定テスト（10/11 実施分）
９/24（木）
：
（全学年対象）漢検

（10/31 実施分）※お申込みは任意です。

９/26（土）
：
（全学年対象）数検

（10/31 実施分）※お申込みは任意です。

10/３（土）
：個人面談申込用紙 ※小６AB・T、中３以外のお申し込みは任意です
10/17（土）
：（小 3～6）全国統一小学生テスト（11/３実施分） ※お申込みは任意です
10/17（土）
：（6AB）合不合判定テスト（11/8 実施分）
10/17（土）
：（中３）V もぎ申込 （11/1 実施分）
10/24（土）
：
（6AB）しゅともし（11/３実施分）
10/24（土）
：（6T）公中検模試（11/８実施分）

●投票のお願い（教室の名前）
校舎で使用している９つの教室の名前をお子さまたちに考えてもらいました。各々が真
剣に考えてくれた応募総数 71 通から５つの候補を選びました。9/19 より「新教室名
投票用紙」を配布いたしますので、保護者の方にも投票のご協力をお願い致します！
生徒・保護者の投票により、最も得票の多かったものを教室名として採用します。

■小学部
●小４ⅠⅡ「月例テスト」

●小５ＡＢ「月例テスト」

【実施日】１０月３日（土）
【試験会場】学力開発教室

【実施日】１０月３日（土）
【試験会場】学力開発教室

【試験時間帯】

【試験時間帯】

４科生：14：50～17：00

４科生：14：50～18：25

２科生：14：50～16：15

２科生：14：50～16：35

●小５錬成・小５T「月例テスト」

●小６錬成「月例テスト」

【実施日】１０月７日（水）

【実施日】１０月５日（月）

【試験会場】学力開発教室

【試験会場】学力開発教室

【試験時間帯】16：40～18：05

【試験時間帯】16：40～18：05

●全国統一小学校テスト（無料）
【実施日】11 月 3 日（日） 【試験会場】学力開発教室
【申込方法】ご希望の方は申込用紙をお渡ししますので、スタッフにお伝え下さい。
【申込締切】10 月 17 日（土）

■中学部
●中１・中２学力診断テスト（月例テスト）
【実施日】授業回数を確保するため、授業がない曜日での受験となります。
中１ⅠⅡ：10 月 12 日（月）
中２ＡＢ：10 月 13 日（火）
【試験会場】学力開発教室

中２Ｓ：10 月 14 日（水）
【試験時間帯】19：10～21：50

※いつもより帰る時刻が遅くなるため、ご注意下さい。

●中３進研 V もぎ（都立そっくりもぎ）
【実施日】10 月４日（日）

【会 場】学力開発教室

【集

【時間帯】8：30～13：05

合】8：15

※都合が悪く受験できない場合は、事前にご連絡ください。
問題用紙・解答を後日お渡しします。

■高校部
●高 3 生の過去問（赤本）購入について
9 月末を期限に高 3 生には志望校調査票を記入していただき、提出してもらった志望
校に応じて、赤本を購入していただく予定です。自分が受験する全ての志望校の過去問
を手元に置くことがベストですが、受験する学校や学部数の関係でなかなか厳しいと思
います。塾の方でもいくつか過去問の購入を予定していますので、それと重ならないよ
うな形で最低 2～3 冊ほど個人で購入していただきます。購入後の使用については塾の
方で、進捗や出来を管理しますので塾にお持ちになるようにお願いいたします。

●受講料について（9/28 口座振替）
今月は「10 月分受講料」を頂戴いたします。詳細は同封の「受講料のお知ら
せ」にてご確認ください。

