３７周年

アイアカ通信

ほぼ10年に1度行われている学習
指導要領の改訂が、早くも現実味を
帯びてきました。道徳の教科化に加
えて、東京オリンピック・パラリンピッ
クが開かれる2020年をターゲットとし
て小学校高学年で英語を教科化す
る方針が明言されています。
また、高校の日本史
必修化や新科目「公
共」の創設、領土教育
の充実などが挙がって
います。ただ、こうした
課題とは別に、全教科に関わる重要
なポイントがあります。
それは、教育内容中心から、「資質・
能力」育成へのシフトです。

「何かを知っていること」よりも、
「何かをできるようになること」を重視
する教育に、シフトしていこうというこ
とです。 大学入試も同様です。今、
大学入試センター試験に代わる
「達成度テスト」(仮称)の検討が進め
られています。1点刻みによる成績
表示をやめ、レベル別に示そうと
いう構想もあります。これからは、
教科・科目で学んだことをテストで
反復できるだけでは、不十分になり
ます。さまざまな教科や教育活動を
通して、どのような資質・能力を身に
付けたかまでが問われるのです。

10月号

発行

10/11（土）第2回英検実施
10/13（月）体育の日 塾休み
10/16（木）第2回数検申込〆切
10/19（日）第7回中3模擬テスト
10/20（月）アイアカ通信発行

【秋の健康管理】
小・中・高校生は新学期が始
まる9月。9月上旬は残暑が厳し
い時期ですが、下旬にもなると
日が暮れるのも明らかに早くな
り、夜の温度が下がります。
上旬と下旬は違う月と考えて
健康管理をしましょう。

■インフォメーション
☆経理より☆
・10/1(水)10月分授業料
・11/4(火)11月分授業料

口座振替
口座振替

☆授業日程のご案内☆
・10/13(月)体育の日
・11/ 3(月)文化の日
・11/24(月)振替休日

授業なし
授業あり
授業あり

科目変更〆切
10/24（金）中3学特入試対策〆切

11/9(日)高校進学情報相談会
詳細は後日別紙にて配布

■11月の予定
11/
11/
11/
11/

1(土）第2回漢字検定実施
2(日) 第8回中3模擬テスト
3(月) 文化の日 授業あり
9(日) 高校進学情報説明会
第2回英検2次試験
11/10(月) 期末対策週間～11/29
11/16(日) アイアカフェスタ
11/17(月) 冬期講習案内
11/20(木) アイアカ通信発行
科目変更〆切
11/22(土) 第2回数検実施
佐日中第１回入試

11/24(月) 振替休日

授業あり

～高校の先生とお話できる貴重な
機会です!是非ご参加下さい!!～

児童～一般の方へ

■各検定試験日程
・10/19(日)第７回中３模擬テスト
・11/ 2(日)第８回中３模擬テスト

検定

申込〆切

検定日

理検 9/12 終了 10/17（金）
英検 9/12 終了 10/11（土）
漢検 9/27（土） 11/ 1（土）
数検 10/16（木） 11/22（土）
Ｐ検 10/15（水） 10/18（土）

iＳＯ速読スクール
『受験生に圧倒的有利❢』

一般の方へ

館林校
■健康ニュース

アイ・アカデミー

代 表：総塾長 川畑 卓也
〒374-0024 館林市本町2-15-35
電 話：0276-73-4416
ＵＲＬ：http://aiacademy.com

■１０月の予定

■教育ニュース
『学指導要領改訂』

平成26年

『日建学院 館林校』

2014年センター試験、国語の本
文文字数は、22,327文字でした。
一般的に平均読書速度は1分400
～600文字と言われています。つま
り、普通に読んでも44分かかること
になります。試験時間は80分です
から、速読受講者が圧倒的に有利
なのは一目瞭然です。

国家資格～キャリアアップまで
驚異の合格率を誇る個別講座

80以上

【医療・福祉・関連講座】
【事務職関連講座】
【税務・会計・金融関連講座】
【不動産関連講座】
【建築・建設関連講座】
他 【環境関連講座・ＩＴ関連講座】等
アネックス（館林教育センター）にて
火木土 午後5時～9時 (1回2時間)

■アイネット通信
P検３級取得で！
全国450大学・短大約1100学部
入試優遇、単位認定あり
■10月、11月のパソコン検定実施日
☆10月18日（土）・☆11月15日（土）
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