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【１１月のお知らせ】
■全学年共通
●衛生管理（湿度管理とハンドミスト）
寒く乾燥した季節になって参りました。教室では、加湿器を使い湿度管理に努めていま
す。また、入口のカウンターにはハンドミストを設置してありますので、来校時などにご
活用下さい（アルコール配合ですのでアレルギーのある方はご遠慮下さい）
。
お子様には、ハンドタオル・ポケットティッシュを持たせるようご協力お願いいたしま
す。発熱・体調不良の際には、お医者様のご指導に従って下さい。

●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

●メールの返信時間について
授業や面談のため、頂いたメールの返信が翌日になる場合がございます。
また、欠席・遅刻・早退連絡で頂いたメールの返信は原則おこないませんので、ご理解頂
きたく存じます。

●個人面談に関して
お申込みは任意（希望制）となります。申込受付は電子メールにておこないます。
ご希望の方は以下申込方法をご確認の上、１２/４（土）までに送信ください。
【申込方法】
①～④をご記入頂き、info@gakuryokukaihatsu.com まで送信ください。
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】から、第３希望までご記入ください）
③ご相談内容
④面談形式（ア：二者

イ：三者

ウ：前半二者、後半三者

【面談可能時間帯】
月～金曜日：15:00～16:30，19:30～22:00

土曜日：14:30～22:00

※面談時間は 30 分とさせて頂きます。
※電子メール受信後、決定した日程を返信いたします。調整に 3 日程度お時間をいた
だく場合がございます。

●申込締切一覧
10 月 25 日（月）

首都模試「11/3 合判模試」（ご家庭からネット申込）

10 月 28 日（木）

四谷大塚「11/14 合不合判定テスト」

11 月 13 日（土）

公中検「12/5 公中検模試」

11 月 20 日（土）

進研「12/5 中３Ｖもぎ」

11 月 27 日（土）

四谷大塚「12/12 合不合判定テスト」

11 月 27 日（土）

首都模試「12/5 合判模試」（ご家庭からネット申込）

※今年度の各種検定について、次回の実施予定日は以下の通りとなります。
英検：１月１５日（土） 数検：３月５日（土）

漢検：１月２９日（土）

●各種会場模試の実施会場について
新型コロナウイルス感染症の影響により、会場実施ができなくなる場合がございます。
情報が入り次第、都度お知らせ致します。

●受験生（小６Ｔ、小６ＡＢ、中３ＳＡ）の 100 日特訓授業について
11 月より学力名物「100 日特訓」がスタートします。小 6 は通塾曜日を変えず、１日
の授業時間を増やすことで演習量の確保と得点力向上を目指します。中 3 は直前期の授業
回数を増やすことで得点力を身につけ、１％でも合格に近づく授業を行ないます。
それに伴い、授業料も変更となります。10/20 から配布の「受講料のご案内」をご確認
下さい。各クラスの授業日程は以下の通りです。
【授業スケジュール】
小６は 11 月以降毎週、中 3 は毎月三週間の実施となります。
小６ＡＢＴ

中３ＳＡ

11 月：第１週～第４週

第１週～第３週（通常授業は第 4 週もあります）

12 月：第１週～第３週

第１週～第３週

21 月：第２週～第４週

第２週～第４週

12 月：

第１週～第３週

－

※学年・クラスごとの曜日・時間帯は別紙にてご確認下さい。

■小学部
●小４ⅠⅡ「月例テスト」

●小５ＡＢ「月例テスト」

【実施日】11 月 13 日（土）

【実施日】11 月 13 日（土）

【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】

【試験時間帯】

四科 14：50～17：00

四科 14：20～18：25

二科 14：50～16：15

二科 15：35～18：25

●小６T「公中検模試」

●小５T／小６錬成「月例テスト」
１１月は実施しません（偶数月実施）

【実施日】11 月 14 日（日）
【会 場】京華中学校
【集 合】９：20
【時間帯】９：40～12：40

●小６ＡＢ「合判模試」

●小６ＡＢ「合不合判定テスト」

【実施日】11 月３日（水祝）

【実施日】11 月 14 日（日）

【会 場】各希望会場

【会 場】各希望会場

【集 合】８：50

【集 合】８：50

【時間帯】９：00～12：40

【時間帯】９：00～12：10

■中学部
●中１・中２学力診断テスト（月例テスト）
【実施日】１１月２０日（土）
【試験時間帯】19：２0～2２：０0
【試験会場】学力開発教室
※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】12 月 5 日（日）

【会 場】各希望会場

【来場時間】7：45～8：20

【時間帯】8：20～13：30

※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。

●中学部「集団個別」について
「定期試験範囲が出る 2 週間前までに範囲内の基本事項を終わらせ、直前期の勉強をよ
り効果的にする」ことを目的とした特別枠です。
通常授業にない理科・社会（中１は国語も）の学習時間に充ててください。
原則自習ですが、講師が待機しておりますので質問もできます。
参加については、毎週お子さま本人に聞き取りをおこないます。
途中参加や途中帰宅もできますので、部活や習い事に合わせてご参加できます。ご家庭
からも参加をおススメください。
尚、通常授業と同様、出欠を取りますので当日になってからの欠席・遅刻は事前にメー
ル連絡をお願い致します。
中１・２生 毎週土曜日

19 時 20 分～21 時 35 分

中３生

19 時 20 分～22 時

毎週金曜日

■個別指導部
11 月は個人面談期間です。受験学年（小６・中３・高３）は今回の面談で入試に向け
ての日程の確認や入試方式、志望校のレベル分けなどを中心に、その他の学年は冬に向け
ての学習方法や進路などを中心に、冬期講習に向けたお話をさせていただきます。日程は
先着順となりますので、お早めにメールをお願い致します。

●受講料について（１０/2７（水）口座振替）
今月は「１１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。

