
 

 

 

 

 

 

 

【重 要】 

■校舎への電話に関して 
・営業時間外および授業中や面談中の場合はお電話に出られず、留守番電話機能にてメッセージを 

お預かりする場合や本部事務局へ転送となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

■災害や新型コロナウイルスへの対応に関して 
・地震や降雪などの災害や新型コロナウイルスへの当塾の対応に関しては、随時ホームページにて 

お伝えしております。ご確認の程、よろしくお願いいたします。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。下の QR コードをお使いいただき、ぜひご登録ください。 

 

 

 

 

 

【生徒のみなさんへの 3 つのお願い】 
 

 

 

 

 

 

 

塾に来る前に検温      マスクの着用     来たとき、帰るときの消毒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1２月～１月上旬までの予定 !(^^)! 
１２月 ５日（土）  中３生 オンライン入試突破ナビ 

１２月 ６日（日）  中３生 第７回北辰テスト 

中３生 双方向オンライン最難関公立突破講座開講 

１２月１２日（土）  外部生対象 新中１・新中３オープンテスト 

１２月１６日（水）  ２学期通常授業終了 

１２月１７日（木）～２２日（火） 通常授業休講 

１２月２３日（水）  校舎休校日 

１２月２４日（木）～ 冬期講習会開始 ※別紙『受講のご案内』をご参照ください。 

１月 ８日（金）  ３学期通常授業開始  

１月 ９日（土）  中３生 公立高校プレ入試 ※詳細は右側をご覧ください。 

１月１０日（日）  中３生 第８回北辰テスト ※自宅受験となります。 

IInnffoorrmmaattiioonn［［おお知知ららせせ］］  

戸田新曽校 ℡０４８－４４５－７７７０       
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□校舎併設の個別指導：１２月の指導回数は３回です。 
サイン・ワン全校舎で１対１の個別指導をしております。１２月は指導回数が３回です。 

※指導回数・１単位 ＝ ３回、指導回数・２単位＝６回、指導回数・３単位＝９回 

※指導期間：１１月２３日（月祝）、１１月２６日（木）～１２月１２日（土） 

１２月１５日（火）１６日（水） 

※１１月２４日（火）、２５日（水）は１１月分、１２月１４日（月）は１月分となります。 
 

□冬期講習会のお知らせ 
１２月２４日から冬期講習会を実施いたします。 

中３生の皆さんは、入試を目前に控え、この冬期講習で追い込みをかけます。志望校合格を目指 

して全期間の参加をお願いいたします。また、中３生以外の皆さんにも、検定合格・定期試験で 

の得点向上という観点から指導の一環として、全期間出席をお願いいたします。 

※詳しくは『冬期講習会 受講のご案内』を配布しております。必ずご確認ください。 

・中１生～中３生はクラスに応じて自動登録となります。 

・小６（新中１）生は進級に関するご相談をさせていただきます。 

・小６以外の小学生本科生・中高一貫コース生は受講コースに応じて自動登録となります。 

・小学生の本科コース以外の生徒は時間割に関するご相談をさせていただきます。 

※受講に際してご不明な点や、万が一不都合な期間等ございましたら、教室長までご相談ください。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

□各種検定の申込校舎締切日のご案内 

第３回英語検定試験：実施日 １月２３日（土） 校舎申込締切日 申込は締め切りました。   

第３回漢字検定試験：実施日 １月３０日（土） 校舎申込締切日 １２月１２日（土） 

第３回数学検定試験：実施日 ２月１３日（土） 校舎申込締切日  １月 ４日（月）  
                        

今年度最後の受検機会になります。以下にご注意頂き、お申し込みください。 

ご心配・ご不明な点等ございましたら教室長宛にご相談ください。 

 

※申込希望者は、専用の申込用紙を締切日までに校舎にお持ちください。 

※口座振替の関係で締切日が早くなっております。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 

お持ち頂き、ご入金手続きをお願いいたします。 

※振替受験は一切出来ませんので、日程を確認した上でお申し込みください。 

※実施会場が、通塾校舎と異なる場合があります。詳しくは、申込用紙で確認してください。 

 

□中３生 第８回北辰テスト申し込みについて 
【日程】１月１０日（日）【対象】中学３年生【申込締切】１２月１１日（金） 

【受験料】４,７３０円（税込） 

※新型コロナウイルス感染リスク回避のため、自宅受験となります。 

※志望校に合わせて「学力検査問題タイプ」と「学校選択問題タイプ」の選択となります。 

※お月謝と一緒に口座振替になります。 

※口座振替の関係で締切日が早くなっております。お申し込みされる際はご注意ください。 

※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頂き、 

ご入金手続きをお願いいたします。 
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中３生 最難関突破講座のご案内 
１２月より双方向オンライン最難関公立突破講座を実施します。 

学校選択問題の中でも正答率の低い問題を中心に行う講座です。 

【１２月日程】１２月 ６日（日）、１３日（日）、２０日（日） 

【 １月日程】 １月１０日（日）、１７日（日）、３１日（日） 

※詳しくは、別紙『双方向オンライン最難関公立突破講座のご案内』でご確認ください。 

 

戸戸田田新新曽曽校校通通信信 
 

校舎５科目平均偏差値５７ 

【成績優秀者（偏差値）】 

国語６２ 国語６９ 国語６４ 国語６９ 国語６３ 国語６２ 国語６６ 国語６２ 国語６２

数学７３ 数学６０ 数学６５ 数学６３ 数学６７ 数学６５ 数学６３ 数学６０ 数学６０ 

数学６５ 数学６１ 数学６５ 数学６４ 数学６２ 数学６０ 英語６３ 英語６０ 英語６５ 

英語６３ 英語６１ 英語６２ 英語６８ 英語６７ 英語６３ 英語６０ 英語６４ 英語６０ 

理科７２ 理科６４ 理科６６ 理科６０ 理科６１ 理科６０ 理科６０ 理科６３ 理科６６ 

理科６７ 理科６３ 理科６４ 理科６０ 理科６０ 社会６７ 社会６９ 社会６１ 社会６０ 

社会６５ 社会６２ 社会６３ 社会６８ 社会６１ 社会６４ 社会６３ 社会６２ 社会６８ 

３科６６ ３科６４ ３科６６ ３科６６ ３科６４ ３科６４ ３科６３ ３科６０ ３科６６ 

３科６２ ３科６１ ３科６２ ３科６２ ３科６４ ３科６０ ５科６９ ５科６６ ５科６６ 

５科６４ ５科６４ ５科６３ ５科６３ ５科６１ ５科６０ ５科６０ ５科６０ ５科６２ 

５科６１ ５科６１ ５科６０・・・その他多数 

Q：偏差値６０以上ってどのくらい(・・？)  

A：北辰テストではこのようなイメージです！ 

偏差値７０以上…上位約２% 偏差値６５以上…上位約７% 偏差値６０以上…上位約１５% 

 

校舎 HP↓ 

 

すごいぞ！戸田新曽校① 
 

すごいぞ！戸田新曽校② 
 【英語検定】 

２次試験、なんと、、、、、全員合格！！！ 

面接対策しっかり頑張ってよかった！！！  おめでとう！！！！(^^)v 

【数学検定】 

こちらもなんと全員合格！！！ 小学生もよくがんばりました！！！(≧▽≦) 

 

 



月 日 曜日 予定 月 日 曜日 予定

11 28 土 漢検・数検 12 18 金 通常授業なし

11 29 日 休校日 12 19 土 通常授業なし・中3土V⑫

11 30 月 12 20 日 休校日・中3日V③

12 1 火 12 21 月 通常授業なし

12 2 水 12 22 火 通常授業なし

12 3 木 12 23 水 休校日

12 4 金 12 24 木 冬期講習（中1～中3）

12 5 土 中3土V⑩ 12 25 金 冬期講習（小4～中3）

12 6 日 休校日・北辰テスト・中3日V① 12 26 土 冬期講習（小4～中3）

12 7 月 12 27 日 休校日

12 8 火 12 28 月 冬期講習（小4～中3）

12 9 水 12 29 火 冬期講習（小4～中3）

12 10 木 12 30 水 正月特訓（中3）

12 11 金 12 31 木 休校日

12 12 土 中3土V⑪ 1 1 金 休校日

12 13 日 休校日・中3日V② 1 2 土 正月特訓（中3）

12 14 月 1 3 日 正月特訓（中3）

12 15 火 1 4 月 冬期講習（中1～中3）

12 16 水 12月通常授業最終日 1 5 火 冬期講習（中1～中3）

12 17 木 通常授業無し 1 6 水 冬期講習（中1～中3）

１２月予定表

【ご連絡】

１２月１６日（水）通常授業最終日

１２月１７日（木）～１２月２３日（水）通常授業なし

１２月２４日（木）～１月６日（水）　冬期講習

※詳細は別紙にてご確認ください。

☆漢字検定☆

１２月１２日（月）申し込み締め切り

☆数学検定☆

１月４日（月）申し込み締め切り

 


