
 

  
Information［お知らせ］ 2020年 9月号 

～  リアライズ 実現する  ～ 

自立型個別学習 G-PAPILS 白岡校 ℡0480-93-2027 

※８月２９日時点での予定です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定が変更になる可能性がござ

います。校舎からの案内をご確認下さい。 

 

◇９・１０月の予定 

 ８月３１日（月）   ２学期通常授業開始 

９月 ２日（水）   英語検定申込 校舎受付締切日 

 ５日（土）   中３生 高校入試対策講座① 

    ６日（日）   中３生 第４回北辰テスト（会場受験） 

中２生 第１回北辰テスト（自宅受験） 

１２日（土）   中３生 高校入試対策講座② 

１６日（水）   第２回 漢字検定申込 校舎受付締切日 

           第２回 数学検定申込 校舎受付締切日 

   １８日（金）～２４日（木） 職員研修日 ※校舎は休校となります。 

２６日（土）   中３生 高校入試対策講座③ 

９月下旬～１０月上旬 中３生対象 オンライン秋の保護者会 

           ※日程は別紙にてご案内しております。 

９月下旬～１０月中旬 中学生定期テスト対策期間 

※詳細は別紙でご案内いたします。 

 ３日（土）   第２回 英語検定 一次試験実施日 

    ４日（日）   中３生 第５回北辰テスト 

   ３１日（土）   第２回 漢字検定 

第２回 数学検定 

◇校舎へのお電話に関して 

校舎へのお電話でのお問い合わせにつきましては、営業時間外および授業中や面談中の場合は

お電話にでることができない場合もございます。その際、留守番電話にてメッセージをお預か

りする場合や本部事務局に転送となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。 

◇自然災害発生時の対応に関して 

強風や豪雨、その他自然災害発生時のパピルスの対応に関しては、随時ホームページにてお伝

えしております。ご確認の程、宜しくお願い致します。また、LINE＠でも緊急時のご連絡をさ

せていただくことがございますので、ご確認宜しくお願い致します。 



 

 

  

◇新型コロナウイルス対策について 

自立型個別学習 G-PAPILS では、新型コロナウイルスに関わる事態が沈静化 

するまで、以下の方針の下、細心の注意を払って教室運営をして参ります。 

ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

１．講師は全員マスク着用で勤務させていただきます。ご了承ください。 

２．教室に出入りする場合、教室内に設置した手指消毒液で必ず消毒をお願いします。 

お手洗いにはハンドソープを備えておりますので、必要に応じてこれらを利用して 

感染の予防に努めてください。 

３．お子さまの体調がすぐれない場合は、無理に出席することなく、ご欠席ください。ご体 

調が回復したのちに振替授業を実施いたします。 

４．お子さまだけでなく、ご家族の方で新型コロナウイルス感染症に似た症状が判明した場 

合も、速やかにお通いの校舎にご連絡ください。校舎内の対応を検討いたします。 

５．お子さまがお通いの学校が、新型コロナウィルス感染症が原因で閉鎖になった場合には、 

在宅学習や濃厚接触を避けた来塾指導で対応いたします. 

６．校舎内の換気を徹底し、ドアノブ、机上、タブレット、PC は毎日消毒します。  

７．職員は出社前に必ず検温を行い、平熱以上なら出勤を控えます。 

８．お子様の登塾時に検温を行い、平熱以上の場合はご帰宅いただく場合がございます。 

 

◇中３生 高校入試対策講座のご案内 

毎年、受験生から高い評価を頂いている『高校入試対策講座』を開講いたします。 

９月～１１月は北辰対策を中心に行い、2 学期の北辰テストの偏差値向上を目指します。 

１２月～２月は入試対策を行い、志望校合格に向けて全力で取り組んでいきます。比較的点数の

上がりやすい数学・理科・社会の 3 科目に重点を絞り、この講座を実施していきます。 

 

９月～２月の全１８回 

 9 月日程：９月 ５日（土）、１２日（土）、２６日（土） 

 時間：１５：００～１８：５０  

費用：月額 １０,０００円（税抜） 

持ち物：フォレスタゴール（数学・理科・社会）、筆記用具、ノート 

◇各種検定申込について 

第２回英語検定試験 日程：１０月 ３日（土） 申込締切：９月 ５日（土） 

 試験会場：サイン・ワン白岡校 

第２回漢字検定試験 日程：１０月３１日（土） 申込締切：９月１６日（水） 

          試験会場：サイン・ワン白岡校 

第２回数学検定試験 日程：１０月３１日（土） 申込締切：９月１６日（水） 

          試験会場：サイン・ワン白岡校 

 

※引落し日…英検：１０月１３日（火） 漢検・数検：１１月１３日（金） 

※お月謝と合わせて引き落としになります。 

※専用の申込書を締切日までに校舎にお持ち下さい。締切日が早くなっており 

ます。お申込みの際はご注意下さい。 

※口座振替が開始されていない方は、校舎窓口までに銀行のキャッシュカード 

をお持ちいただき、ご入金手続きをお願いします。 

 

 



 

 

  

◇中３生 秋の保護者会について 

中３生の保護者様を対象に、保護者会を実施いたします。複雑を極める埼玉県の入試制度につい

ての解説や各高校の情報提供など、受験生のお子様を抱えるご家庭にお知りおき頂きたい情報

をたくさんご用意しています。今回の保護者会につきましても、オンラインにて実施させて頂く

運びとなりました。日程を複数回設けております。お忙しいとは存じますが、ぜひご参加頂けれ

ば幸いです。 

 

【日時】 ９月２６日（土） １３：００～１４：２０ 

９月３０日（水） １９：３０～２０：５０ 

１０月 ２日（金） １９：３０～２０：５０ 

１０月 ３日（土） １１：００～１２：２０ 

※どの日時の保護者会も講演内容は同じです。 

【申込方法】別紙にてご案内しております。そちらの QR コードからお申し込みください。 

◇中３生第５回北辰テストのご案内 

【対象】 中学３年生 

【実施日】１０月 ４日（日）    【申込締切日】９月１１日（金） 

【引落日】１０月１３日（火）    【受験料】  ４,７３０円（税込） 

 ※北辰テストの結果をもとに進路面談を行います。中３生は、必ずご受験下さい。 

 ※お申込み希望者は、専用の申込書を締切日までに校舎へご提出ください。締切日が早くな

っております。お申込み忘れのないようご注意ください。 

※口座振替が開始されていない方は、校舎窓口まで銀行のキャッシュカードをお持ちいただ

き、ご入金手続きをお願いします。 

 

◇９月 サタデーカウンセリングのご連絡 

日にち 時間 該当生 内容 

９月 ５日（土） 19:30～21:30 中 2 北辰受験者 北辰対策 

９月 ５日（土） 19:30～20:30 中１全員 1 学期期末振り返り 

9 月１２日（土） 18:30～21:30 中 2 全員※１ 1 学期期末振り返り 

９月２６日（土） 14:00～16:00 英検 3 級受験者 英検 3 級対策 

９月２６日（土） 17:00～19:00 英検準 2 級受験者 英検準 2 級対策 

９月２６日（土） 19:30～21:30 英検 4 級受験者 英検 4 級対策 

 

※今後の状況によっては日程等が変更あるいは追加になる可能性がございます。 

※上記以外にも塾生の状況に応じて、個別に声がかかることがございます。予めご了承下さい。 

※部活動等でご都合が合わない場合は、お手数ですが校舎までご連絡下さい。 

※中 3 生の 1 学期期末振り返りに関しては、9 月 5 日（土）もしくは 12 日（土）の高校入試

対策講座のなかで実施致します。なお、高校入試対策講座を受講していない方は別途個別にご

連絡致します。 
※１グループに分かれて実施致します。詳しくは別紙にてご案内致します。 

 



 

 

 

８月３１日（月）   ２学期通常授業開始 

９月 ２日（水）   英語検定申込 校舎受付締切日 

 ５日（土）   中３生 高校入試対策講座① 

    ６日（日）   中３生 第４回北辰テスト（会場受験） 

中２生 第１回北辰テスト（自宅受験） 

１２日（土）   中３生 高校入試対策講座② 

１６日（水）   第２回 漢字検定申込 校舎受付締切日 

           第２回 数学検定申込 校舎受付締切日 

   １８日（金）～２４日（木） 職員研修日  

※校舎は休校となります。 

２６日（土）   中３生 高校入試対策講座③ 

         中３生 秋の保護者会 

９月下旬～１０月中旬 中学生定期テスト対策期間 

※詳細は別紙でご案内いたします。 

 

日 月 火 水 木 金 土 

８/３０ ８/３１ ９/１ ２ ３ ４ ５ 

休校日 
2 学期通常

授業開始 
 

英検 

申込締切 
  

高校入試 

対策講座① 

サタカン 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

休校日 

中 3 北辰④ 

中 2 北辰① 

     

高校入試 

対策講座② 

サタカン 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

休校日   
漢検・数検 

申込締切 
 

職員研修日

※休校日 

職員研修日

※休校日 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

職員研修日

※休校日 

職員研修日

※休校日 

職員研修日

※休校日 

職員研修日

※休校日 

職員研修日

※休校日 
 

高校入試 

対策講座③ 

サタカン 

テスト対策 

２７ ２８ ２９ ３０ １０/１ １０/２ １０/３ 

テスト対策     
白岡南中 

定期テスト 
英語検定 

２０２０年  ９月 スケジュール 
 



 


