
 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大が一日も早く収まりますこと、そして、皆様のご家族様が健康で  

お過ごしになられますことを、心より祈念申し上げます。 

【重 要】 

■指導方針 
・感染症防止対策を十分に行ったうえで、全てのコースで対面授業を実施しています。 

【当塾の感染症防止対策】 

 ・可能な限り、教室を換気する。 

    <窓や出入り口を開け、室内の空気が入れ替わる換気設備を稼働する。> 

・手すり、ドアノブなどの共有部はこまめに消毒する。 

・職員は出勤前に検温し、熱があったら出勤しない。 

出勤時は常時マスクを着用する。 

手指の消毒を徹底する。 

【登塾する際、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 

  

■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。あらかじめご了承下さい。 

 

■災害や新型コロナウイルスへの対応に関して 
・地震や台風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、よろしくお願い致します。また、LINE＠でも緊急時のご連絡

をさせて頂くことがございます。下の QR コードをお使い頂き、ぜひご登録下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

ご兄弟姉妹の方・お知り合いの方で塾にご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたらお勧め下さい。 

IInnffoorrmmaattiioonn［［おお知知ららせせ］］  

進学塾サイン・ワン白岡校 ℡0480－93－3450                

９月号 

～ リアライズ 実現する ～ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

□校舎併設の個別指導：９月の指導回数は３回です。 

サイン・ワン全校舎で個別指導を併設しております。 

９月は指導回数が３回になります。 

※指導回数・１単位＝４回、指導回数・２単位＝８回 

※指導期間：８月３１日（月）～９月３０日（水） 

※９月１８日～２４日は休講となります。お気を付けください。 

□各種お申込みの締め切りのご案内  

・検定試験について すべて試験会場は 進学塾サイン・ワン/Ｇ-ＰＡＰＩＬＳ白岡校 

第２回英語検定試験：実施日 １０月 ３日（土）  

申込締切日  ９月  ５日（土） 

第２回漢字検定試験：実施日 １０月３１日（土）   

申込締切日  ９月１６日（水） 

第２回数学検定試験：実施日 １０月３１日（土）  

申込締切日  ９月１６日（水） 

     引落し日…英検の検定料：１０月１３日（火）、漢検・数学検定の検定料：１１月１３日（金） 

       ※授業料と合わせて引き落としになります。 

・別紙「検定案内リアライズ」をお配りしております。ご確認下さい。 

□中 3 生の８月３１日からの時間帯について     

中学3年生は、2学期（８月３１日）より時間帯が変更となります。 

何卒よろしくお願い致します。 

≪変更前≫１９：３０～２１：２０ ⇒ ≪変更後≫１９：３０～２１：４０ 

 ９月・１０月の予定   

８月３１日（月） ２学期通常授業開始 

９月 ５日（土） 中３生 入試必勝土曜Ｖ講座開講 

         第２回 英語検定申込 校舎受付締切日 

         双方向オンライン英検講座開講 

９月 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） 

９月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 

９月１８日（金）～２４日（木）職員研修日 ※校舎は休校となります。 

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。 

                      １０月 ３日（土） 第２回 英語検定 一次試験実施日 

               １０月 ４日（日） 中３生 第５回北辰テスト 

               １０月３０日（金） Halloween Party（予定） 

                         ※コロナの状況によって中止もあります。 

１０月３１日（土） 第２回 漢字検定 

第２回 数学検定 

 



□中３生 第５回北辰テスト申込みについて 

【日 程】１０月４日（日） 

【対 象】中学３年生 【申込締切】９月１１日（金） 

【受験料】４７３０円（１０月１３日（火）にお月謝と一緒に引き落としになります） 

※中３塾生の皆さんは、特別な事情がない限り２学期の北辰テストを必ず受験して下さい。 

また、お申し込みも必ずサイン・ワンでお願い致します。 

※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致します。 
 

□9 月のサタデーカウンセリングのご連絡 
9 月度は以下の日程で行います。間違いのないようご確認下さい。 

日にち 時間 該当生 内容 

9 月１２日（土） 19:00～20:00 英検４・５級受検者 個別対応英検対策 

9 月１２日（土） 20:15～21:30 英検準２・３級受検者 個別対応英検対策 

9 月２６日（土） 19:00～20:00 英検４・５級受検者 リスニング英検対策 

9 月２６日（土） 20:15～21:30 英検準２・３級受検者 リスニング英検対策 

※この他に自習室を１４：００～２１：３０まで開放しております。 

※その週に欠席した場合には、１９：３０～終わり次第で補習します。 

※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。 
 

□中３生 入試必勝土曜Ｖ講座のご案内 

９月～１１月は北辰対策を行い、 

２学期の北辰テストの偏差値大幅アップを狙います。 

追い込みの１２月～２月は入試対策で志望校合格を狙います！ 

通常授業では中学３年生を指導し、この土曜日に中１・２の復習を行います。 

総授業時間数３２４０分もの講座です。毎年、この講座で扱った問題が多く入試で出題されて 

います。 

【９月日程】９月 ５日（土）、１２日（土）、２６日（土） 

【時  間】１５：００～１８：１０ 

※詳しくは、別紙『入試必勝土曜Ｖ講座のご案内』でご確認下さい。 

 

□小３生～中２生対象「明日の学力」診断 
小３生～中２生対象に「明日の学力」診断を実施します。 

単に知識を持っているだけでは答えられない学ぶ力 

（思考力・判断力・表現力）を複数教科の内容を横断的に 

組み合わせた出題で評価します。 

【試験会場】サイン・ワン白岡校   【対 象】小３生～中２生 

【日  時】小３生～小６生 １１月７日（土）１７：００～１８：１０ 

中１生～中２生 １１月７日（土）１９：３０～２０：４０ 
※小学生で「個別指導コース」「中学受験コース」「メイトコース」をご受講されている方、 

中学生で「個別指導コース」のみをご受講されている方で、学力テストの受験をご希望される 

方は、教室長までお申し出下さい。（年間学力テスト費用がかかります。） 



 

 

 

 

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 土曜Ｖ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 土曜Ｖ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 土曜Ｖ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 

土曜 V 講座 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

休校日 

中 3 北辰④ 

中 2 北辰① 

     
土曜 V 講座

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 
 

土曜 V 講座

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 
 


