
 

 

 

 

 

 

 

【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、 

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 
地震や豪雨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塾でのお願い】 
 

 

 

 

 

 

 
       検温       マスクの着用     手指の消毒    大声で会話しない  食事をひかえる 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田下前校 ℡048－445－3333 todashimomae@shubunsha.co.jp 

１０月号 

１０月・１１月の予定  

１０月 ２日（土） 第２回 実用英語技能検定 一次試験 

１０月 ３日（日） 中３生対象 第５回北辰テスト 

１０月 ９日（土） 中３生対象 秋の保護者会 

１０月１４日（木） 中３生対象 第６回北辰テスト申込締切日 

           中２生対象 第１回北辰テスト申込締切日 

１０月１６日（土） 第２回 数学技能検定 

１０月１６日（土）～１１月２０日（土）中学生保護者面談 

１０月２３日（土） 第２回 漢字能力検定 

１１月 ３日（水祝）文化の日 ●通常授業実施。 

          四谷大塚 全国統一小学生テスト 

１１月 ６日（土） 第２回 「明日の学力」診断 

１１月 ７日（日） 中３生対象 第６回北辰テスト/中２生対象 第１回北辰テスト 

１１月１３日（土） 外部生対象 冬期オープンテスト 

１１月１４日（日） 第２回 実用英語技能検定（２次試験） 

１１月１７日（水）・１１月２０（土） 高等部学年集会 

１１月２２日（月）～１２月１１日（土） 小学生保護者面談 

１１月２３日（火） 勤労感謝の日 ●通常授業実施 

～ リアライズ 実現する ～ 

 

IInnffoorrmmaattiioonn［［おお知知ららせせ］］  



□個別指導 10 月の指導回数は 4 回です。 
個別指導の１０月は指導回数が１単位４回です。 

●指導回数・１単位 ＝ ４回、指導回数・２単位＝８回、指導回数・３単位＝１２回 

●指導期間：１０月 ４日（月）～１０月３０日（土）  

 

□中３生対象 第６回北辰テスト（会場受験） 

中２生対象 第１回北辰テスト（在宅受験）について 
【日 程】11月7日（日） 【対象】中学2・3年生 【申込み締切】10月14日（木） 

【受験料】４,７３０円（11月15日（月）に授業料と一緒に口座振替になります。） 

 

●新型コロナウイルス感染症の影響で，会場の確保が十分できないことから， 

中 2 テストにつきましては在宅受験となります。 

●詳細につきましては、北辰図書HPをご確認くださいませ。 

https://www.hokushin-t.jp/ 

●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。 

 

 
 

□冬期講習会のお知らせ 
１０月中旬より「冬期講習会の受講の手引き」「冬期講習会実施要項」の配布を予定しております。 

日程・時間帯などをご確認ください。通常の時間帯とは異なりますのでお気を付けください。 

検定合格・定期試験での得点向上・志望校合格という観点から、全期間出席をお願いいたします。  

・中１～中３生は自動登録です。 

・小６生は申込書のご提出をお願いいたします。 

・小５生は自動登録です。 

※メイトコース・個別指導コース受講生は，申込書のご提出をお願いいたします。 

・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。 
 

□保護者 WEB アンケートの実施について 

進学塾サイン・ワンでは、教育サービスの向上のため、１１月にWEBにてアンケートを 

実施させていただきます。ご意見は今後の塾の運営に活用させていただきます。 

対象や実施期間などが確定しましたら、改めてご案内させていただきます。皆様のご意見を 

お寄せいただければと思います。何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

□保護者面談・保護者会のお知らせ 

サイン・ワンでは、保護者面談・保護者会を実施しております。塾での学習状況や、入試情報や 

今後のスケジュールなど、様々な内容についてお話しさせていただきます。 

 

10 月  9 日（土）            中３生対象 秋の保護者会 

10 月 16 日（土）～11 月 20 日（土） 中学生保護者面談（kazasu メールにて配信済） 

11 月 22 日（月）～12 月 11 日（土） 小学生保護者面談（10 月下旬配信予定） 

 

ユーザー名: signone 

パスワード:Gpapils 

お申込みはこちらから 



お申込みはこちらから 

□小１生～小６生対象 全国統一小学生テスト 
中学受験の名門「四谷大塚」主催のテストです。 

全国一律実施のテストとしては日本最大規模を誇ります。 

約１５万人の小学生が受験するこのテストでは「思考力」 

「論理力」「学んだ知識をどう使うのか」が問われます。 

学校の内容だけでは少し物足りないという方には必見のテストです。 

【会場】サイン・ワン戸田下前校  【日程】１１月３日（祝） 

【時間帯】 

小１・小２ ９：００～１0：４０ 

小３・小４ ９：００～１１：１０ ※4科目受験は１２：１０まで。（小４のみ） 

小５・小６ ９：００～１１：１０ ※４科目受験は１２：３０まで。 

 

□小３生～中２生対象 「明日の学力」診断 
小３生～中２生を対象に「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・診断いたします。 

【試験会場】サイン・ワン戸田下前校   【対  象】小３生～中２生 

【日  時】小３生～小６生 １１月６日（土）１７：００～１８：１０ 

中１生～中２生 １１月６日（土）１９：３０～２０：４０ 

※オンライン英検講座（２次対策）受講生は，英検講座を優先してください。 

テストは振替日程を組みますので申し出て下さい。 

 

□塾外生対象 冬期オープンテスト 
サイン・ワンでは、１１月１３日（土）と１２月１１日（土）に進学塾サイン・ワン主催 

冬期オープンテストを実施いたします 。どなたでも受験料無料でお気軽にご参加できます。 

ご兄弟姉妹、ご友人をぜひご紹介ください。 

【日   程】１１月１３日（土）・１２月 1１日（土） 

【時 間 帯】小３生～小６生 １７：００～１８：３０ 

中１生～中２生 １９：００～２１：２０ 

●事前申込制になります。あらかじめご了承ください。 

●１１月と１２月のテストは同じ内容です。どちらかご都合の合う日程でご受験ください。 

 

□新中 1 進級準備オンラインセミナーのお知らせ 
新中1生（現小6生）を対象に「新中1準備セミナー」を開催いたします。2021年の 

教科書改訂や、新学習指導要領における子どもたちの評価の変化、中1生のスタートを決める 

ためにさまざまなケースのご紹介など盛りだくさんにお話しさせていただきます。 

【日   程】１１月１３日（土）・１２月1１日（土） 

【時 間 帯】２０：００～２０：５０ 

【形   態】Zoom オンライン配信 
 

□土曜特別講座日程（ご確認ください） 
◆中２オンライン英数   10/9，16，30，11/13，20，27（日程変更） 

◆中３オンライン英数   10/9，16，30，11/6，13，20 

◆中３オンライン国理社  10/9，16，30，11/6，13，20 

◆中３土曜講座理社    10/9，16，30，11/6，13，20 

 ◇オンライン英検講座   10/16，23，30，11/6 



10月 月間予定表 

9/27 月  18 月  

9/28 火  19 火  

9/29 水  20 水  

9/30 木  21 木  

1 金  22 金  

2 土 英検一次試験 23 土 漢検 

3 日 中３第５回北辰テスト 24 日  

4 月  25 月  

5 火  26 火  

6 水  27 水  

7 木  28 木  

8 金  29 金  

9 土 中３オンライン保護者会 30 土  

10 日  31 日 休校日 

11 月  11/1 月  

12 火  11/2 火  

13 水  11/3 水 
全国統一小学生テスト 

通常授業あり 

14 木 
中３第６回北辰テスト締切日 

中２第１回北辰テスト締切日 
11/4 木  

15 金   11/5 金  

16 土 数検 11/6 土 小３～中２ 明日の学力診断 

17 日  11/7 日 
中３第６回北辰テスト 

中２第１回北辰テスト 

 


