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中1･中2

授業日程変更のご案内

中学校で部活動が停止されたことを受けて、中1･中2の授業日程を変更いたします。これにより、週
1回の登塾日も、20:00前に授業が終了となります。普段であれば夕食の時間帯に授業が入ります。
軽く食べてから登塾できればいいのですが、それが難しい場合は軽食を持参して、休み時間に食べる
ようにしてください。塾で軽食をとる生徒は申し出るようにしてください。
1/6にオンライン授業の再開をお伝えしたばかりで再度の変更ですが、ご理解・ご協⼒をお願いいた
します。
◆印はオンライン授業、無印は教室での対面指導です。
→オンライン授業は少し時間帯が⻑くなります。ご確認ください。
学年

科目
◆英数
国理社
◆国理社
◆英数中心
英数

中1
中2

2

曜日
水
土
月
水
⾦

時間帯
19:00〜21:50
17:00〜19:50
19:00〜21:50
19:00〜21:50
18:00〜19:50

中3オンライン授業の流れ

中3は火⽊にオンライン授業、土曜日に登塾して入試直前テスト特訓、受講者は水曜日に登塾して特
色検査対策講座を⾏います。入試まであと5週間と近づいており、日々の指導は問題演習とその解
説、という段階にきています。火⽊の授業は、概ね以下のようになります。
【火曜日】

英語・数学中心

【⽊曜日】

国語・理科・社会

その日の演習内容指示
17:00〜17:10
その日の演習内容指示
英語リスニング問題
ここで⼀旦、オンラインを切ります
国語予想問題演習
ここで⼀旦、オンラインを切ります
17:10〜17:55
17:20〜18:00 英語予想問題演習つづき
18:05〜18:50
理科予想問題演習
18:10〜19:00
数学予想問題演習
19:00〜19:45
社会予想問題演習
19:00〜19:30
夕食
19:45〜20:10
夕食
ここで再度、オンラインをつなぎます
ここで再度、オンラインをつなぎます
19:30〜20:35
20:10〜21:10
英数解説などの授業
国理社解説授業
20:45〜21:50
21:20〜21:50
※17:00からの授業と解説授業は、別々のＩＤ・パスコードを用いますのでご注意ください。
17:00〜17:20
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職員室より

謹 賀 新 年
激動の1年が終わり、新たな年が始まりました。今年は人類にとっても、皆様のご家族に
とっても、ずっと良い1年となりますよう、⼼から祈念させていただきます。
中3生はいよいよ、公⽴高校入試本番まであと残り40日間となりました。先月、第1回の
「入試直前テスト特訓」を⾏ってここまでの受験勉強の進捗状況を確認しましたが、まだ
まだ受験勉強が進んでいない生徒(ＣまたはＤ評価)が何人もいます。ようやく「受験生と
しての本物の自覚が持てた」というスロ－スタ－トの生徒もいるでしょう。本番は2/15で
すから、時間は十分に残されています。生徒たちには、入試過去問も直前テストも、「で
きなかったことの復習」をいかに徹底して⾏えるかで合否が分かれることを伝えてありま
す。①解けなかった問題が解けるようになるまで解き直す(数理など計算系)、②足りな
かった知識を教科書まで戻って覚え直す(理社)、③解答と解説から、本文をどのように読
むと解答が⾒つかるのかを確認する(英国)など、やるべきことは明確です。まずこの復習
をしっかり⾏ったうえで、まだ解いていない過去問や、新たな問題に取り組むべきです。
保護者の皆様、受験校に関して再度ご相談が必要な場合、まずお電話にてご連絡くださ
い。遅くても構わなければ、22:00以降でも⼤丈夫です。
中1・中2生のみなさんは、40日後に迫っている学年末テストに向けて日々の学習をしっか
り積み重ねていきましょう。1月中には学年末テスト範囲の基礎事項をすべて身につけて、
2月の直前学習になってから慌てることのないように努⼒してください。
さて、今週末に「緊急事態宣言」が発令されるようです。これによって飲食業など、夜8時
以降の営業を停止しなければならない業種が指定されます。学習塾がこの指定に入れば当
然ですが、そうでなくても、夜間の外出自粛に協⼒するために中学生のオンライン授業を
再開する予定です。詳細はp.5にてご確認ください。
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授業料等

費⽤の納入について

啓悠舎では毎月15日に、当月分の授業料・受講料を納入していただきます。ゆうちょ銀⾏に口座をご
準備いただき、自動引き落としを⾏います。今月は1/15(⾦)に、1月分授業料・受講料を引き落とさ
せていただきます。これに中3生で入試直前テスト特訓参加者はこの受験料が加わります。同封の
「授業料等のご案内」をご確認いただき、前日までに口座にご準備ください。
まだゆうちょ銀⾏の口座からの引き落としができない方は、教室に現⾦でお持ちいただくか、指定の
口座に振り込んでいただくかのどちらかになります。案内にしたがってご入⾦をお願いします。
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1月〜2月の主なスケジュール

(後日変更の場合あり)

すべての予定は、社会情勢によって⼤きく変更する可能性があります。
月

日
7
8

2

小4〜小6 小学ぜんけん模試 小4算国 16:30〜17:50 小5･小6算国英 16:30〜18:30

9
11
15
16
23

土
月祝
⾦
土
土

28

木

30
1

土
月

4

木

7
11
14

中3 第2回入試直前テスト特訓 10:00〜18:00
祝日のため休講です。教室は閉まっています。
1月分授業料･受講料 および中3･入試直前テスト特訓費⽤
中3 第3回入試直前テスト特訓 10:00〜18:00
中3 第4回入試直前テスト特訓 10:00〜18:00

中3
小6

第5回入試直前テスト特訓 10:00〜18:00
新中1準備講座スタート︕ p.3をご覧ください。

公⽴高校志願変更期間(〜2/8月)

日 中1･中2 学年末テスト対策特別授業① p.7をご覧ください。
木祝 祝日のため休講です。教室は閉まっています。
日 中1･中2 学年末テスト対策特別授業② p.7をご覧ください。

公⽴高校学⼒検査実施日

1

月

公⽴高校合格発表日

9
12

火
⾦

13

土

16
23

引き落とし日

公⽴高校願書提出期間(〜2/1月)

月

15

3

曜日
主なスケジュール
木 特別休講日です
教室は閉まっています
平常授業を再開します
⾦

2月分授業料･受講料 引き落とし日
中1･中2 学年末テスト実施週(〜22月)
火
→中学生の指導を優先し、小学生の指導を短縮・休講とする場合があります。
火祝 祝日のため休講です。教室は閉まっています。

→小学生および中2は休講とさせていただきます。
中3 新高1準備講座開講 p.13をご覧ください。
中1･中2 神奈川全県模試(1日目) 18:40〜21:40 英数国
中1･中2 神奈川全県模試(2日目) 19:10〜21:30 理社･コード記入
中1･中2保護者対象 高校入試報告会 14:00〜15:20
p.6をご覧ください。

2

4

今後の小学生の指導について

(一部再掲載)

緊急事態宣言の発令に伴い、小学生もオンラインでの指導の再開を検討いたしました。しかし小学校
が休校にならない限り、午前中からオンライン授業を⾏うことはできません。様々な習い事に並⾏し
て取り組んでいる生徒も少なくないため、今すぐ、放課後に曜日・時間帯を指定してオンライン授業
を⾏うことは不可能と考えます。このため小学生は、これまで通りの指導を継続いたします。ただし
小学校が休校になる・半日になる、といった状況になった場合にはオンラインを取り入れた指導に移
⾏する予定です。外出が気になる方は、自宅でｅトレに取り組むことも可能です。

Ａ．小6生の指導について
【小6の1月】 小学校の総まとめ︕
1月までは、これまで通り小学生版の「ｅトレ」で学習します。小5・小6の算数から、中学での理
数の学習に欠かせない重要単元の復習を⾏います。算数が得意な生徒は、中学受験の標準問題ま
で取り組んで応⽤⼒を高めます。国語・英語も頑張りましょう︕
これまで中学英語の予習を⾏っていない生徒を対象に、2月から「英語初⼼者クラス(Nクラス)」
の指導を開始します。これに先⽴ち、1月の間にアルファベットの書き方や、英単語を覚える方法
などを指導する事前フォロ－を⾏います。お友達でこれから啓悠舎に通いたい方がいらして、こ
れまで英語の予習を本格的に開始していないようであれば、ぜひこのフォローから参加できるよ
う、早めに体験学習を始めることをお薦めください︕

【新中1準備講座】 2月〜春期講習
①

英数の授業

英語の授業はこれまで通り、⾦曜日の［16:45〜18:10］で⾏います。これに加えて2/1(月)から
は、月曜日の［16:40〜17:30］に数学の授業を⾏います。また月曜日の［17:40〜18:20］に、
中学英語の学習が初めての生徒対象のクラスを新設します。
・ これまでの英語の授業に参加している生徒、他所で英語学習を進めてきた生徒
英語）⾦16:45〜18:10 数学）月16:40〜17:30
・ 学校以外での英語学習を⾏っていない生徒、および⾦曜日の英語が身についていない生徒
英語）月17:40〜18:20(⾦曜にも参加可能) 数学）月16:40〜17:30
・ 英語クラス編成テスト
第1回 2/19(⾦)…問題配布済み
第2回 3/19(⾦)

3

②

授業以外の時間に

月曜日は数学の授業時間以外に、「ｅトレ」を使って様々な学習に取り組みます。英数の演習は
もちろん、国語・理科・社会の中学校の予習を⾏うこともできます。可能な生徒は授業よりも
ずっと早く登塾したり、もしくは週3回登塾して、プリント演習専⽤の時間を多く確保すると個人
的な学習がどんどん進むのでお薦めです。登塾時間や回数を増やせない生徒は、ラーニングとス
テップを持ち帰って家で取り組むようにして、他の生徒に遅れをとらないようにしましょう。

③

春期講習

3/26(⾦)〜4/3(土)予定

春期講習では、引き続き英数の学習を進めるとともに、国語・理科・社会の予習をしっかり⾏い
ます。春期講習からはすべての指導が集団授業形式となり、完全に中学部の指導スタイルに移⾏
します。
※ 小6の1月〜3月の月額受講料は、一律8,800円となります。

Ｂ．小5･小6の英語の指導について
現小5生は、小学校で英語を「教科」として2年間学習してから中学生になる最初の学年です。このた
め先日お配りした手紙に書きましたように、中学生になったときに要求される英語のスキルがこれま
でよりもぐんと高まる可能性があります。啓悠舎では、昨年度までは中1から始めていた「学習塾に
おける本格的な英語指導」を、前倒しして小5から始めています。中学生になる前に、多くの英単語
を書けるようになり、英文法の初歩をしっかり理解して基礎的な英文を自分で書けるようになれる指
導を⾏っています。現在どのような学習が進められているのかは、先日お配りした「英語クラス編成
テスト」の問題でご理解いただけると存じます。
4月からは、月曜日に「英語2年目クラス」を、⾦曜日に「同1年目クラス」を設置します。2年目ク
ラスには、他所で英語を勉強してきた生徒にもぜひ参加してほしいと考えています。これまでの英

語がリスニングや発音中⼼であれば、ぜひそちらも続けてください。月曜日のクラス
で、単語を覚える･英文を書く、という学習に参加して中学進学準備を⾏いましょう。また1年目クラ
スには、これまで学校外の英語学習をしていない生徒に参加していただきます。こちらのクラスは、
アルファベットの書き方･単語の覚え方の練習から始めます。
小5も2/19，3/19の「英語クラス編成テスト」に参加します。
他所で頑張ってきた生徒もぜひ参加してください。受験日は調整可能です。
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1/9(土)〜緊急事態宣言中のタイムテーブル

このタイムテーブルは緊急事態宣言発令中のものです。国の政策に準じて変更する場合があります。

【小学生】
p.3にもありますように、小学生の指導は当面変更がありません。人数が多い日は、可能な限り2フロ
アに分けてｅトレに取り組むなど配慮いたします。ｅトレプリントに自宅で取り組むこともできます
ので、自宅での学習をご希望の方はご連絡ください。なお、小学校が休校もしくは半日になった場合
は、運営方法を変更してオンラインによる指導を導入いたします。その際は別途ご連絡いたします。
学習内容
ｅトレ
小5・小6英語
小6数学(2月より)
小6英語初⼼者ｸﾗｽ(同)

曜日
月水⾦
火木
⾦
月
月

時間帯
15:15〜18:10
15:15〜17:10
16:45〜18:10
16:40〜17:30
17:40〜18:20

備考
2/25(木)より、火木も
18:10までの指導に戻ります。
小6生は全員参加します

【中学生】
中学生はZoomを利⽤したオンライン授業を中⼼に運営します。ただしすべてがオンラインになる
と、確認テストができない・プリントの配布ができないなどの支障がありますので、週1回は登塾日
を設けます。もし学習塾が夜8時以降の営業を制限される場合は、登塾日を無くす可能性があります
(できれば避けたいです)。また中学校が休校もしくは半日になるような場合は、指導日程を変更いた
します。
◆印はオンライン授業、無印は教室での対面指導です。
→オンライン授業は少し時間帯が⻑くなります。ご確認ください。
学年
中1
中2

中3

科目
曜日
時間帯
英数国
水
19:10〜21:40
◆英数理社
土
19:00〜21:50
◆国理社
月
19:00〜21:50
水
19:00〜21:50
◆英数中⼼
英数
⾦
19:10〜21:40
◆英数
火
3α・3Nともに
◆国理社
木
17:00〜21:50
入試直前ﾃｽﾄ特訓
土
10:00〜18:00
OP)特色検査対策
水
17:00〜18:40
◎中3は3月に「新高1準備講座」を開講します。
3/9より火木の週2回、18:30〜21:40、英数理

※ 中1･中2の3月は、「進級準備強化月間」として、登塾回数や
時間帯が変更されます。詳細は後日ご連絡いたします。
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中3入試直前ﾃｽﾄ特訓
10:00〜10:10
諸注意
10:10〜11:00
英語
11:10〜12:00
国語
12:10〜13:00
数学
13:00〜13:30 昼食休憩
13:30〜14:20
社会
14:30〜15:20
理科
15:20〜15:50 自己採点
15:50〜16:50
授業①
17:00〜18:00
授業②
※ 制服着⽤をお願いします。
※ いかなる理由でも、遅刻者

の居残り受験はできません。

6

3月に保護者説明会を開催いたします

中3生の高校入試も、中1・中2の学年末テストも終了して一段落する3月に、中1･中2の保護者の皆様
を対象とした入試報告会を以下のように開催いたします。お忙しいこととは存じますがぜひご出席く
ださい。対象外ではありますが、小6以下の保護者の皆様もご参加いただけます。

【 中1･中2保護者対象 高校入試報告会 】
高校入試の仕組みをお伝えするとともに、中3生の受験結果をご報告いたします。特に受験学年を
迎える中2保護者の皆様で、高校入試のことはよく分からない、という方は是非ともご参加くださ
い。制度をご存じの方も、ぜひ積極的にご参加ください。

第1回 3月13日(土) 14:00〜15:20
第2回 3月11日(木) 19:00〜20:20 (第1回がご無理な方)
→どちらにも出席可能な方は、第1回にご参加ください。
添付の⽤紙にて、出欠席をご連絡ください。皆様のお知り合いの方であれば、塾生保護者以外の
方でもご参加いただけます。よろしければご一緒にご参加ください。会場準備の都合があります
ので、ご一緒に参加される方がいらっしゃる場合は事前にご連絡ください。
なお、3月時点での社会情勢に鑑み、説明会をオンライン開催に変更する場合があります。
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保護者面談のご案内

啓悠舎では常時、塾生保護者との面談を実施いたします。面談をご希望の方は、添付の⽤紙にてご希
望の日時をお知らせください。中3生の進路相談に関しては、急を要する場合もありますので、まず
お電話にてご連絡ください。可能であればその電話にて、もしくはその日の夜遅くでも面談が可能で
す。

通信封筒は、すぐにご返却ください！
毎回のように通信封筒の返却が遅れる生徒がいます。
次回配布時に困りますので、すぐに返却するよう、お子様にご指導ください。
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中1･中2

学年末ﾃｽﾄ対策ｽｹｼﾞｭｰﾙ①

(再掲載)

中2生にとって、「プレ高校入試」と言っても過言ではない学年末テストが2月に⾏われます。このテ
ストで中2学年末の成績が決まり、高校受験に使われる「内申点」の1/3が確定するからです。まだま
だ先のテストなどと考えず、今から⼤成功のための作戦を⽴案し、実践していきましょう︕我々から
のお薦め作戦です。
①提出すべきワーク類は、テスト10日前に完了させる。そうすればテスト直前は、得点を伸ばすため
の応⽤問題演習やその解き直しに、たっぷり時間をかけられます。
②直前の10日間で①の応⽤問題演習を充実させるには、それまでに教科書に掲載されている暗記事項
をしっかり覚えきっておく必要があります。理社の暗記や英単語・熟語などの暗記は、テスト10日前
までに完了させましょう。
すべての中2生が、満足のいく学年末テストとできることを強く願っています。また学年末テストが
最後の練習回となる中1生も、ぜひ良い結果が得られるよう、早めの準備を⼼がけましょう。

【中2･中1学年末テストおよび対策特別授業の日程】
◎ 学年末テスト日程

変更があったらすぐに連絡してください︕

浦賀中・⾺堀中 2/17(水)〜19(⾦)

鴨居中 2/18(木),19(⾦),22(月)

◎ 学年末テスト対策特別授業予定
中3の公⽴高校受験と学年末テストの時期が重なるため、日曜日の対策授業となります。
教室での授業になるか、オンライン授業になるかは、後日ご連絡します。
2/7(日)，14(日)の2回、特別授業を実施します。
中1浦賀中、中2鴨居中

12:00〜16:30

中2浦賀中・中2鴨居中

17:10〜21:40
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【テスト対策授業に関する注意事項】
定期テストが近づきましたら、毎回この注意事項をご確認ください。
①

定期テスト直前の2週にわたり、土日祝を利⽤した「テスト対策特別授業(国理社中⼼)」を実施
します。部活動などでどうしても参加できない生徒以外は、必ず参加するようにしてくださ
い。開始時刻に間に合わない生徒は、途中からでも、最後の1コマだけでも参加しましょう。

②

特別授業の日など、「軽食休憩」が入る場合があります。その際は、パンやおにぎりなど、短
時間で食べられるものを持参してください。買いに出る時間はありません。食事で出たゴミ
は、いつものように自宅まで持ち帰るようにしてください。

③

テスト前日・当日の授業は、「翌日のテスト科目」を学習します。授業時間が変更される場合
がほとんどです。特にテスト当日は、午後早い時刻に授業が設定される場合があります。この
ような日は、夜の授業は無くなります。

④

テスト前日・当日の授業は、すべての学年・すべての科目について実施されるわけではありま
せん。内申点の重要度が高い中3→中2→中1の順に優先するため、中1の前日対策は⾏われな
い、などという場合もあります。

⑤

中学校によってテスト範囲は異なります。このためテスト対策の授業時間数は、同じ学年でも
中学校によって異なる場合があります。テスト範囲が広い中学校は、対策授業時間が他の中学
校よりも⻑くなります。

⑥

テスト2週間前位になると、中学校でテスト範囲表が配られます。範囲表が配られたら、すぐ
に塾に持参してください。テスト範囲と詳細な日程を把握することで、テスト前の授業予定が
確定します。

⑦

テスト日程が早い中学校は、テスト終了後に「休講日」が設けられる場合があります。これは
テスト未終了の中学の指導を充実させることが目的で、必ず設定されるものではありません。

⑧

テストが終了したら、中学校ごとに「テストの問題」「テストの解答」を回収しますので持参
してください。またテストが返却されたら点数を報告してもらいますので、きちんと得点がわ
かるようにして登塾してください。さらにテスト結果をまとめたプリント類（「得点分布表」
「個人成績表」など）が配布されたら、これも塾に持参してください。

【定期テストに関する提出物】のまとめ
・ テスト範囲表…各科目の学習すべき事項などをまとめたプリントも併せて
・ テストの「問題」と「解答」

・ テストの「得点」を報告

・ 「得点分布表」「個人成績表」など、テスト結果をまとめたプリント
8
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1月体験生のみなさんへ

〜体験生の皆さんへ〜
体験生の皆さん、授業には慣れましたか。わからないこと・困ることがあったらすぐに先生に伝えて
ください。中学生の場合、啓悠舎では宿題や確認テストのための準備など、自宅で取り組むべき学習
が少なからずあります。授業だけではなく、これらの自宅学習にもしっかり取り組んでください。そ
のうえで、啓悠舎の授業はわかりやすいか、啓悠舎での勉強を頑張ったら成果が出そうか、定期テス
トの得点が向上しそうかを考え、通うべきだと感じたらぜひ正規に入塾してください。
〜保護者の皆様へ〜
今回は啓悠舎の体験学習にご参加いただき、ありがとうございます。お子様が前向きに学習できるよ
う指導したいと考えております。宜しくお願いいたします。何かご不明の点がありましたら、ご遠慮
なくお問い合わせください。
生徒の入室・退室をお伝えする「通塾メール」は、［keiyusha@faboc.com］から送信し
ております。受信できない方がいらっしゃいましたら、このアドレスからのメールを指定受信できる
ように設定を調整してください。啓悠舎からの重要なご連絡もこのメールで⾏っておりますので、宜
しくお願いいたします。
以下の日程で、体験生全員の保護者面談を実施します。添付の⽤紙にて、ご希望の日時をお知らせく
ださい。おひとりの面談時間は20分〜30分です。日程調整後、ご連絡いたします。
【1月体験生保護者面談】
1/26(火)〜29(⾦) 14:00〜18:00 または 21:50〜22:20
おひとりの面談時間は、20分〜30分程度です。
上記日程ではご無理な方は、その旨を記入してご提出ください。
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お友達に啓悠舎をご紹介ください︕

勉強を頑張りたいけれどやり方がよくわからないというお友達、これから学習塾に通って勉強を頑張
りたいというお友達や、今通っている塾の授業はわかりにくい・学校ごとのテスト対策をしてもらえ
ない・全教科対応をしてもらえないなど不満を持っているお友達がいらっしゃいましたら、ぜひ啓悠
舎をご紹介ください。お友達と一緒に通うと楽しいし、励まし合ったりすることができるのでとても
良いことだと思います。またテスト対策期間は中学校別のクラスを編成することが多々あります。生
徒が少ないと盛り上がりに欠けますし、同じ中学校の生徒が集まった方が楽しく授業が受けられると
思います。
啓悠舎の「生徒紹介割引」は、紹介していただいた塾生にも、紹介されたお友達にもメリットがあり
ます。ぜひご利⽤ください︕

【生徒紹介割引】

・ お友達をご紹介いただくと、お一人につき翌月授業料を5,500円割引させていただきます。
→ 紹介されたお友達が、体験学習期間の途中でキャンセルされた場合は割引の対象とはな
りませんのでご了承ください。
→ 割引額の上限は、原則として翌月引き落としとなる⾦額となります。
・ 紹介されたお友達は、正規入塾手続き費⽤から5,500円割引となります。
（注意事項）
以前に久野・東村に教わっていたことがある生徒や、兄弟姉妹が久野・東村に教わっていた
という生徒は、別の割引制度が適⽤されますので、紹介生割引の対象とはなりません。
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［重要］中3生と保護者の皆様へ

(再掲載）

内申点も確定し、いよいよ受験本番が近づいてきました。中3生の今後の日程等を確認します。また
啓悠舎から中3生へのお願いもあります。ご精読を宜しくお願いいたします。

A．入試直前テスト特訓について
12/29(火)から「入試直前テスト特訓」を開始しました。2回目以降は毎週土曜日に実施します。
これまでの演習を通して、まだ受験勉強が足りていないとわかった教科・分野の学習を徹底的に
⾏って臨みなさい。過去問を解き、できなかった問題の解き直しや、教科書に戻っての確認と暗
記を全⼒で頑張りましょう。今後の直前テストで、第1志望校でA判定、少なくともB判定を獲得
しましょう。そのためにはどんな生活を送るべきかを再検討し、実践しましょう。絶対に、自分
の⽢さ・弱さに負けないこと︕
入試直前テスト特訓(1/9以降)
10:10〜11:00

英語

11:10〜12:00

国語

12:10〜13:00

数学

13:00〜13:30

昼食休憩

13:30〜14:20

社会

14:30〜15:20

理科

15:25〜15:45

自己採点

15:50〜16:50

解説授業①

17:00〜18:00

解説授業②

【注意事項】
・ 当日の雰囲気に近づけるため、生徒は制服を着⽤しま
す。
・ 10:00から諸注意が始まります。ぎりぎりにならない
よう、余裕のある登塾をしましょう。教室は9:30に開
く予定です。
・ 理由の如何にかかわらず、遅刻の場合の時間延⻑はで
きませんのでご了承ください。

B．高校入試結果はすべて報告してください
今後、私⽴高校の推薦入試、同書類選考入試、同一般入試、そして公⽴高校と、様々な高校入試
が⾏われていきます。第1志望校の結果ではなくとも、入試の結果がわかったら啓悠舎にご連絡く
ださい。私⽴高校は、合格した学科・コースも報告してください。
公⽴高校合格発表日は、結果が分かり次第できるだけ早く、啓悠舎に電話で連絡をしてくださ
い。久野も東村も、朝10時からみなさんからの連絡が来るのを待っています。
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C．入試終了後、2回の集合日があります
2/15(月)の学⼒検査のあとで、2月中に中3生に集合してほしい日が2回あります。

C-1 公⽴高校学⼒検査自己採点会(2/15)
公⽴高校受験者は18:30に集合してください
公⽴高校を受験する生徒は、2/15(月)の学⼒検査当日、夕方18:30に集合してください。新聞社
から発表される解答を使って、自己採点会を⾏います。
本来であれば面接などもすべて終了してから⾏いたい自己採点なのですが、面接などの日程が⻑
くなり、入試が17(水)までかかります。このため、すべてが終了するまで自己採点を待つのは遅
くなりますので、次善の策として当日採点会を⾏います。

C-2 公⽴合格発表(3/1)

中3生全員集合してください

中3生は全員、13:30に集合してください。
公⽴高校の合格発表日、我々はみなさんからの報告の電話を待っています。結果が分かり次第、
できるだけ急いで電話してください。

［☎046-874-8830(鼻血パパさんオ－︕)］です。

遅くとも午前中には報告を完

了するようにお願いします。
またこの日の13:30、中3生は公⽴高校を受験しなかった生徒も、進学する私⽴高校が決まって早
期に中学部を卒業した生徒も全員、塾に集合してください。簡単ですが入試慰労会を⾏います。
またこの場で、みなさんにご協⼒いただきたいことがあります。まだどんなデザインにするのか
は決まっていないのですが、3月に高校受験結果を掲載した啓悠舎のチラシを作成します。このチ
ラシに、みなさんの写真(集合写真の予定)と啓悠舎に通った感想などの作文を掲載させていただき
たいのです。久野と東村とその家族のために、ぜひ中3生のみなさんのご協⼒をお願いします︕
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D．3月には「新高1準備講座」を⾏います︕
高校受験が終わったら、ゆっくり疲れを癒やしながら、受験のために我慢していたことをやって
⼤いにリフレッシュしましょう（今から受験の後が楽しみですね︕）。ただし、遊び呆けるのは2
月まで。3月になったら、次なるステ－ジである高校進学後のための準備を少し始めましょう。啓
悠舎では3月、みなさんへの高校進学のお祝いとして、「新高1準備講座」を開催します。
「え〜、受験が終わってもまだ勉強するの︖」と思ったみなさん、何か勘違いしていませんか。
みなさんが必死に勉強して進学する場所は、「高等学校」です。義務教育ではない「高等教育」
を、自分から進んで受けたいと思った15才が進学する場所です。中学校よりもずっと難しい勉強
に⽴ち向かわなければならない場所です。そして3年間を通して自分の人生設計を考え、⼤学に進
学するために勉強したり、ある職業のプロフェッショナルを目指して専門学校に進学することを
決意したり、就職のための準備をしたりする場所です。みなさんは4月から、今取り組んでいる受
験勉強よりも難しい高等教育を受けに⾏くのです。わかっていますね。もちろん学校⾏事が楽し
かったり、部活動で⻘春したり、アルバイトで人生経験を積んだりと、これからの3年間には勉強
以外にも多くの出来事があり、多くの人とふれあい、そこから多くを学ぶことになるでしょう。
それもみなさんにとってとても⼤切なことです。でも忘れないでください。みなさんの本業は勉
強であり、その勉強を頑張ることで次への道が切り拓かれていくことを。みなさんが⼤⾦持ちの
跡取り息子・娘ではないのであれば、誰に頼ることもできません。自分の人生を良いものにした
かったら、自分が努⼒をするしかないのです。
ここからは少し⼤学受験に話を絞ります。現在神奈川県の高3生は、3人に2人が⼤学に進学し、専
門学校を含めると80％以上の人が高校卒業後に進学をします。したがってみなさんのうちの多く
も進学を希望することになるでしょう。そして⼤学進学を希望する人が多いだろうと思います。
新型コロナの陰に隠れていますが、⼤学入試が⼤きく変わることをご存じですか。知識の暗記量
を中⼼に競うのではなく、「思考⼒・判断⼒・表現⼒」を問うものに変わるそうです。さらに英
語の入試改革は先⾏してすでに進められており、英語を「聞く・話す」技量も試すようなものに
変化しつつあります。少し話を聞いただけでも、⼤変そうですね。
その⼤学受験ですが、⼤きく分けて2つのスタイルに分かれます。一方は「推薦入試」、もう一方
は「一般入試」です。「推薦入試」では、いちばん分かりやすいのが「指定校推薦」です。これ
は高校での勉強を頑張って、高校で良い成績を得続けたらそのごほうびとして⼤学進学をさせて
くれるものです。各高校に多くの⼤学から「そちらの高校で平均評定4.3以上の生徒は、筆記試験
免除で○名受け入れます」という「枠」が付与されているので、その中から⼤学・学部を選んで
進学するものです（当然のことですが、上位の高校ほど、優秀な⼤学からの「枠」がたくさんあ
ります）。筆記試験を受けなくても合格できるし、難しい入試問題に⽴ち向かう必要もないのだ
から、希望する⼤学・学部の指定校推薦が得られればこんなに楽な話はありません。周りの人が
必死に受験勉強をしている時に、もう⼤学受験が終わっているのです。高校生活最後の数ヵ月間
に、受験勉強以外の好きなことに没頭できます。うらやましいでしょ︕︖
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一方の「一般入試」は、筆記試験での合格を目指します。高校受験の時のような、「内申点で合
格確約がもらえる滑り止め」などという制度は⼤学受験にはありませんから、「あこがれ校・挑
戦校・ここには受かりたい校・最悪の場合の滑り止め校」などと自分で分類しながらいくつもの
⼤学・学部を受験します。⼤学受験の一般入試問題は、高校の教科書で勉強している内容よりも
はるかに難しいので、⼤学受験勉強は高校の定期テストのための勉強などとは比べものにならな
いほど⼤変です。満足できる⼤学に合格できなければ、「浪人」ということも考えられます。そ
れでも多くの高校生がこの一般入試に⽴ち向かいます。その主な理由は、国⽴⼤学や私⽴の難関
⼤学・学部の場合は指定校推薦がほとんどないこともありますが、「指定校推薦は高1からずっと
良い成績を取り続けなければ利⽤できない」という⼤問題があるからです。高1の早い段階から指
定校推薦などを意識してしっかり勉強に取り組んでいれば、もしかしたらずっと楽に志望⼤学に
合格できたかもしれないのですが、「高1は羽根を伸ばして部活動やアルバイト中⼼、高2くらい
から少し頑張ろうかな」などと考えている生徒には、指定校推薦など夢のまた夢となり、厳しい
一般受験しか道がなくなります。⼤学受験は、高校受験以上に”早い者勝ち”と言えそうです。

そんな⼤学受験の実態をよく知っている啓悠舎は、将来の⼤学受験を⾒据えて早くから努⼒をし
たいと考えている⽴派な中3生のみなさんと一緒に、3月にしっかり高校入学の準備をします。そ
れは当然ですが、「高校受験が終わったら3月一杯遊びまくるぞ〜」とか、「高校に入ったらアル
バイト三昧だ」などと本気で思っている残念な中3生にも強制的に高校の予習をさせようと考えて
います。
でも安⼼してください。週にたったの2回、火木の夜に数時間ずつ授業を⾏うだけです。もちろん
多少の宿題は出すでしょうが、この「新高1準備講座」で頑張っておけば、その程度の準備で高校
での勉強がすらすらと頭に入ってくることは間違いありません。すでに⼤学受験を決めている生
徒は当然参加です。「できれば専門学校ではなく⼤学に進学したい」と思う生徒ももちろん参加
します。「⼤学進学は念頭にないが、高校の勉強はできるようになりたい」と思う生徒もぜひ参
加してください。

「新高1準備講座」
・ 3/9(火)〜23(火)

18:30〜21:40

卒業式と重なる日は休講

・ 3/26(木)からは春期講習。こちらの授業日・時間帯は後日お伝えします。
→科目は数学Ⅰ、数学Ａ、英語、理科（物理・化学）を予定しています。
・ 3月の授業料は春期講習を含めて 11,000円(税込)です。その他の費⽤はかかりません。
・ 講座への参加は、2月中に調査します。

14

E．4月からは高1の授業をオンラインで⾏う予定です。
高校生になると、部活動が終わって家に帰る時刻がかなり遅くなるため、引き続き啓悠舎で勉強
したい、と思う生徒でも物理的に参加しづらくなる場合があります。そこで新高1の授業は、
Zoomを利⽤したオンライン授業で⾏いたいと考えています。
4月から引き続き指導するのは、数学Ⅰ・数学Ａ・物理の3科目を予定しています。英語・国語・
社会は自分で頑張って、自分一人では理解が進まない生徒が多い理数に絞って啓悠舎で学習しま
す。理科は多くの高校で物理を学習しますので、物理を指導します。

「4月からの高1の授業 on Zoom」
水

19:20〜22:00

数学Ⅰ・数学Ａ（必修）

土

19:00〜20:10

物理（選択）…中学生の定期テスト前には休講とする場合があります。

※ 月に1度、登塾しての授業を⾏う予定です。その際に学習⽤プリント類を配布したり、
確認テストを⾏ったりすることを考えています。
※ 登塾して授業を受けたいという生徒が多い場合は、授業方法を再考いたします。
月額授業料

11,000円
授業参加者は、4F自習室を使⽤することができます。
自習室利⽤だけを希望する生徒は、月額3,300円です。

当面、夏休み前までの指導を⾏います。高校生の生活時間は個々ばらばらなため、
7月に、夏休み以降も指導を続けられるのかどうかを参加者と相談して決定します。
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2021年度平常授業タイムテーブル予定

(再掲載)

現段階で予定している2021年度平常授業タイムテーブルをお知らせいたします。確定版ではありま
せん。今後変更する可能性はあります。ご了承ください。
学年
ｅトレ
小学生

前期（4月〜9月）

科目
月〜⾦

曜日

時間帯

15:15〜18:10

後期（10月〜3月）
曜日

時間帯

後期の火木は15:15〜17:10

英語2年目ｸﾗｽ(小6)

月

16:45〜18:10

月

16:45〜18:10

英語1年目ｸﾗｽ(小5･6)

⾦

16:45〜18:10

⾦

16:45〜18:10

月額授業料
(税込)
啓悠舎案内
にてご確認
ください

2月から小6は「新中1準備講座」に移⾏します。
中1

中2

英数国理社

月水

19:10〜21:40

月水

19:10〜21:40

⾦

19:00〜20:10

⾦

19:00〜20:10

英語基礎補習(指名制)

月水

18:30〜19:00

英数国理社
週テスト

月⾦
水

19:10〜21:40

週テスト(月2回を予定)

英語基礎補習(指名制)
英数国理社
週テスト

19:10〜21:40

19:00〜20:10

⾦

18:30〜19:00

⾦

18:30〜19:00

火木

19:10〜21:40

火木

17:30〜21:40

中3
OP)英文法総復習講座

19:00〜20:10

土

19:00〜20:10

英数国理社
入試対策 中1･中2理社
OP)特色検査対策講座
数学Ⅰ・数学Ａ

Zoom

物理 Zoom（選択）

後期から開講します
土

20:20〜21:40

水

19:20〜22:00

土

19:00〜20:10

25,300円
4月〜7月
25,300円

または

OP)英語⻑文入門講座

高1

19:00〜20:10

8月〜2月

20:30〜21:40
入試対策 中1･中2理社

中3α

未定
月⾦
水

⾦

20,900円

土

14:30〜18:30

土

12:30〜14:00

火木

17:00〜21:40

土

14:30〜18:30

土

12:30〜14:00
未定

30,800円
2,200円
2,200円
30,800円
2,200円
11,000円

※ 月額授業料の他に、学期諸費・模試受験料がかかります。
※ 啓悠舎では、春期・夏期・冬期の各季節講習受講料を別途いただくことはありません。
※ 中1の授業は、年度途中で「月水」から「水土」に変更する可能性があります。
※ 中3の授業料は、4〜7月が25,300円、8月〜2月が30,800円(ともに税込)です。

※ 中3の「週テスト」は、時間帯が2つに分かれています。いずれか一方の参加です。
どちらの時間帯に参加していただくかは、今後生徒と相談して決定します。
※ 中1･中2の「英語基礎補習」は、入塾が遅かったなどの理由で英文法の基礎が身についていない
生徒が指名されて参加する補習授業です。後日、要参加者に伝えます。
※ 中3のオプション講座(OP)は、定期テスト前にはテスト対策指導を優先して休講にします。

※ 高1の授業は、夏休み前まで開催し、その後を参加者と相談いたします。
※ 高1物理は、中学生の定期テスト対策時に休講となる場合があります。
※ 高1の授業参加者は、4F自習室を利⽤できます。
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Zoomを利⽤したオンライン授業参加方法

(Android端末について書いています。iphoneやPCなどの場合は多少違うかもしれません)
参加するための機器は、携帯電話・タブレット・PCなどです。
→可能であれば、なるべく⼤きな画面がいいと思います。
→PCで有線によるインターネット接続ができれば最強です。

まず、「 Zoom cloud meetings 」というアプリをダウンロードします。
皆さんは会議(授業)を主催しませんので、アカウントの取得は必要ありません。
毎回の授業参加は、次の①〜⑩の手順で⾏います。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Zoomを⽴ち上げます。
「ミーティングに参加」をクリックします。
ミーティングＩＤを入⼒します。11桁の数字です。
「会議室名で参加」の下に、自分の名前を入⼒します。 …忘れないでください︕
→最初は携帯電話の機種番号などが入⼒されていると思います。
「ミーティングに参加」をクリックします。
パスワードを入⼒します。6桁の数字です。
「ビデオ付きで参加」をクリックします。
「デバイスオーディオを介して通話」をクリックします。
画面を横向きにします。
音声と画像が通信できる状態にセットします。

以上で準備完了です。啓悠舎から「参加を承認」しますので、お待ちください。
イヤホン・ヘッドホンをつけた方がいいと思います。
セキュリティのため、③ミーティングＩＤと⑥パスワードは授業のたびに変わります。
→前日までに、保護者の方にメールでお伝えします。
【重要︕】
・ ご家庭のWi-Fiの状況により、画像や音声が滞る可能性があります。
→子供部屋では滞る場合、ルーターの近くで受講するようにしてください。
→電波が弱い場合は、ルーターの強化、中継器の設置などの対処をお願いします。
→頻繁に音声や画像が滞ると、他の生徒に迷惑がかかる場合があります。
・ 部屋以外で受講する場合、極⼒付近で発生する音を消してください。
・ ご家庭での対処が困難な場合、登塾して、教室で授業を受けることができます。
・ 授業進⾏の妨げと集中⼒の欠如につながりますので、受講中のチャット使⽤は禁止します。
その他、ご不明な点がありましたらご相談ください。久野・東村も素人なので込み入った
アドバイスはできないかもしれませんが、できる限り対応させていただきます。
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保護者面談日時希望届
小・中・高
※

年

記入日

生徒⽒名

月

日

TEL

面談希望日時はなるべく複数で、なるべく⻑時間でご希望ください。
（例） 1月27日(水) 14:00〜17:00
連絡事項
月

日(

)

時

分〜

時

分

月

日(

)

時

分〜

時

分

月

日(

)

時

分〜

時

分

中1・中2
中学

年

保護者説明会出席届

生徒⽒名

記入日

月

日

TEL

いずれかに✔をお願いします。
3/13(土) 14:00〜15:20

の説明会に出席します。

参加者［

］名の予定

3/11(木) 19:00〜20:20

の説明会に出席します。

参加者［

］名の予定

欠席します。

→ご面倒ですが、簡単に欠席の理由をご記入ください。

［

］

小学生eトレ
小学

年

2月の科目・コマ連絡⽤紙

生徒⽒名

記入日

月

TEL

2月からの変更がある生徒のみご提出ください。
2月に受講する科目を

2月に参加するコマすべてに○をつけてください。

すべて✔してください。

月
火
水
木
⾦
15:15〜15:40
15:45〜16:10
16:15〜16:40
★
16:45〜17:10
★
17:15〜17:40
★
17:45〜18:10
★印は小5・小6の英語の授業が⾏われます。

算数

国語

理科

社会

英語
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連絡事項

日

