
 

 

 

 

 

 

 

3 月より新年度になります。新年度もよろしくお願い申し上げます。 

【重 要】 

■校舎へのご連絡に関して 
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。メールアドレスを３月より変更致します。 

■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。 

■校舎への贈答品につきまして 
贈答品につきまして、いつもお心遣いをいただきありがとうございます。保護者・生徒の方からの

塾への贈答品に関しまして、今後は全面的に頂戴しない方針となります。ご理解の程、よろしくお

願いいたします。 
 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information［お知らせ］ 

戸田下前校 ℡048－445－3333 todashimomae@gakken-studyet.com 

３月号 

～ リアライズ 実現する ～ 

３月・４月の予定   

３月 ２日（水）  新学年移行 新学期授業開始 

３月 ４日（金）  埼玉県公立高校入試 入学許可候補者発表 

３月 ５日（土）  新小３生～新中３生サイン・ワン主催オープンテスト 

          新高１生対象オリエンテーション 

３月 ６日（日）  中１生対象 北辰テストスタート号・中２生対象 第２回北辰テスト 

３月 ７日（月）  埼玉県公立高校入試 追検査 

３月 ９日（水）  埼玉県公立高校入試 追検査発表 

３月１２日（土）  新高１生対象 初回ガイダンス 

３月１６日（水）１８日（金） 新高２・３生対象 学年集会 

３月１９日（土）  入試情報講演会（保護者会） 中学生学力テスト 

３月２１日（月祝） 春分の日 ※通常授業実施 

３月２２日（火）  ３月通常授業終了 

３月２４日（木）～ 春期講習会開始 

３月３１日（木）  新中３生対象 第１回北辰テスト 申込締切 

４月 ８日（金）  １学期通常授業開始 

４月 ９日（土）  小学生ＥＳＤイベント「東松島アイデアコンテスト」 

 

 

 



□校舎併設の個別指導：３月の指導回数は３回です。 

サイン・ワンでは個別指導を併設しております。３月の指導回数は３回です。 

※週１回指導 ＝ 月３回指導、週２回指導 ＝ 月６回指導、週３回指導 ＝ 月９回指導 

※指導期間：３月２日（水）～３月２２日（火） 
 

 

 

□新中３生対象 第１回 北辰テストのご案内 
【実施日】４月２４日（日） , 【申 込 締 切】３月３１日（木） 

【受験料】４,７３０円（税込）  【口座振替日】５月１３日（金） 
 

□検定試験のご案内 

第１回 実用英語技能検定検 

【実 施 日】５月２８日（土） 【申込締切日】４月１３日（水） 

【試験会場】 サイン・ワン戸田下前校 

●２次試験は７月１０日（日）に本会場にて実施します。                          

第１回 数学技能検定試験： 

【実 施 日】６月１８日（土） 【申込締切日】５月１６日（月） 

【試験会場】 サイン・ワン戸田下前校 

第１回 漢字検定試験 

【実 施 日】６月２５日（土） 【申込締切日】５月１８日（水） 

【試験会場】 サイン・ワン戸田下前校 

●口座振替日…６月１３日（月） 

●詳しくは、別紙申込案内用リアライズをご覧ください。 
 

 

□高校入試情報講演会のご案内 

保護者の皆様を対象とした入試情報講演会を３月１９日（土）に開催いたします。令和４年度 

高校入試問題の分析結果をもとに、この１年間をどのように過ごしていくべきかを紹介いたし 

ます。後日ＫＡＺＡＳＵメールにて申込をご案内いたします。ご確認ください。 

【日時】３月１９日（土） 新中３生 １１：００～１２：００ 

新中２生 １３：００～１４：００ 

●ご不明な点は本部事務局（0120-385-314）までお問い合わせください。 
 

 

□春期講習会のご案内 

3 月２４日より、春期講習会が実施されます。塾生の皆さんは、指導の一環となりますので、 

必ずご参加くださいますようお願いいたします。 

・新中１～新中３生はクラスに応じて自動登録となります。 

・小学生の本科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連絡をいたします。 
●受講に際してご不明な点や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。 
 

□3月特別講座の日程 
３月は、以下の日程で行います。お間違いのないようご確認ください。 

【日 程】３月５日・１２日・１９日 

◆新中３生 双方向オンライン最難関校突破講座 １９：００～２０：５0 

※昨年 9 月より実施している講座です。新年度の講座は４月から始まります。 

 

 

 

どちらの試験も 

申込サイトは 

こちらから 

ユーザー名: jukusei 

パスワード: moushikomi 



□4 月からの特別講座のご案内 
◆新中３生 双方向オンライン最難関校突破講座 
学校選択問題採択校に指定された高校は倍率が高く、入試問題も 

ハイレベルです。出題傾向を徹底分析した特別講座で確実に力をつけます。 

また授業を担当するのは、アンケート支持率上位のトップ講師です。 

万全の対策を講じ狭き門を突破します。この機会に是非ご参加ください。 

【 時 間 帯 】１９：３０～２１：２０  【科目】数学・英語 

【4 月 日 程】４月９日・１６日・２３日 

 

□進学塾サイン・ワン主催オープンテスト 
３月５日（土）に進学塾サイン・ワン主催のオープンテストを実施いたします。 

受験料無料でお気軽にご参加できます。今回は新小３生～新中１生の塾生も参加可能です。 

○『小学生 得意単元発見テスト』（塾生、塾外生） 
新小３生      国語・算数 各30分 １７：００～１８：１０ 

新小４生～新小６生 国語・算数 各40分 １７：００～１８：３０ 

○『新中 1 生 中学生スタートアップテスト』（塾生、塾外生） 
新中１生 国語・算数 各40分 英語 20分 １９：００～２１：００ 

○『新中 2 生・新中３生 志望校合格判定テスト』（塾外生） 

新中２生～新中３生 国語・数学・英語 各 40 分 １９：００～２１：２０ 

●新中 2 生・新中 3 生の塾生は３月後半に塾内テストをご受験いただきます。 

●塾外生が受験する際は事前に申込が必要です。予めご予約ください。 

  ●上記日程でご都合が合わない場合は、校舎までお問い合わせください。 
 

□中学生学力テストのお知らせ 

これまで学習した内容の定着度・習熟度を測るだけでなく、全国レベルの偏差値がわかる学力 

テストを実施します。中学生はクラス分けの基準のテストになります（選抜クラスを除く）。 

日々の学習の見直しや将来の高校受験の参考資料としてご活用ください。 

【試験会場】サイン・ワン戸田下前校 

【学年・日時・科目】※下記日程で受験できない方は教室長にご相談ください。 

新中１ ４月５日（火） １６：００～１８：５０ 国数英 

新中２ ４月４・５日（火） １９：３０～２１：２０ 国数英 

新中３ ４月４～６日（火～木） １９：３０～２１：２０ 国数英理社 
※個別指導コースのみをご受講されている中学生の方で、学力テストの受験をご希望される方は、教室長まで  

お申し出ください。（年間学力テスト費用がかかります。） 

 

□新高１生対象イベントのご案内 
受験が終わり新たに高校生活を送る生徒の皆さんのために、高校入学後の生活や勉強、 

サイン・ワン高等部の流れなどについて詳しくお話しいたします。 

３月 ５日（土） 新高１生対象オリエンテーション １７：００～１７：５０ 

３月１２日（土） 新高１生対象初回ガイダンス   １７：００～１７：５０ 

   ※3/12のガイダンスは、通塾型の生徒は戸田下前校で実施、 

オンラインの生徒はオンライン形式で実施します。ＩＤは追ってお伝えします。 

□【高等部】高校生対象・保護者対象イベントについて 
サイン・ワン高等部では、高校生活のサポートや受験情報提供を行うためのイベントとして、

『オンライン学年集会』や『オンライン保護者会』を今年度も開催していく予定です。 

高校入学してからの日々の学習の取り組み方、文理選択や進路選択、そして大学入試に関係 

する情報提供を積極的に行ってまいります。どうぞご期待ください！ 

詳細は、各イベントのビラをご参照ください。 

申込サイトは 

こちらから 

ユーザー名: jukusei 

パスワード: moushikomi 

 



３～４月 月間予定表 

2/27 日 土日対策 英検二次試験 ２０ 日 休校日 

2/28 月 小学生・新中１ガイダンス ２１ 月 通常授業あり 

1 火 新中２・新中３ガイダンス ２２ 火 通常授業終了 

２ 水 新学年授業開始 ２３ 水  

３ 木  ２４ 木 春期講習会（中３） 

４ 金 埼玉県公立入試発表日 ２５ 金 春期講習会（全学年） 

５ 土 

オープンテスト 

新中３特別講座 

新高１オリエンテーション 

２６ 土 休校日 

6 日 
休校日 

新中２・新中３北辰テスト 
２７ 日 休校日 

７ 月 埼玉県公立入試追検査 ２８ 月 春期講習会（全学年） 

８ 火  29 火 春期講習会（全学年） 

９ 水 埼玉県公立入試追検査発表日 30 水  

１０ 木  31 木 
春期講習会（全学年） 

新中３北辰テスト申込締切日 

１１ 金  4/1 金 春期講習会（全学年） 

１２ 土 新中３特別講座 4/2 土 休校日 

１３ 日 休校日 4/3 日 休校日 

１４ 月  4/4 月 春期講習会（全学年） 

１５ 火  4/5 火 春期講習会（全学年） 

１６ 水 新高２・３学年集会 4/6 水 春期講習会（中３） 

１７ 木  4/7 木  

１８ 金 新高２・３学年集会 4/8 金 通常授業開始 

１９ 土 
入試情報講演会（保護者会） 

新中３特別講座 
4/9 土 

小学生 ESD イベント 

中３特別講座 

 

 


