
■教育ニュース 
 

『ながらスマホで自動車歩行

者見落とし5割増』 
 

内閣府の2016年調査によると、中学生

のスマートフォン所有率は51.7%、高

校生は94.8%。スマホで平日2時間以上

ネットを利用しているのは中学生では

52.1％、高校生では72.1％にのぼりま

した。長時間利用による身体への影響

が心配されるだけではなく、歩きスマ

ホやながらスマホの危険性が社会問題

ともなっています。 

こうしたなか、京都府とKDDI(株)、au

損害保険(株)は、自動車走行時のスマ

ホの危険性を検証する実証実験を実施

しました。その結果、スマホのメッ

セージ画面を見ながら自動車で走行し

た場合、歩行者の見落とし率が通常で

と比べて5割増加することがわかりま

した。横断してくる歩行者の見落とし

回数が通常時「1.3回」から、ながら

スマホ時は「2.0回」に増加ししまし

た。歩行者を認識するまでの時間は 

通常時「1.0秒」から、ながらスマホ

時は「1.7秒」に遅れました。さらに

歩行者を注視する時間が通常時と比べ

て、ながらスマホ時で「23％」、なが

らスマホとイヤホン装着時で「22％」

にまで減少したそうです。 

     

 
 

 

アイアカ通信 
平成30年 

９月号 

40周年   
発行 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 

■９月の予定 
  8/26(日) 第２回アイアカ定期テスト  

  8/27(月) 新時間割配布予定 

  8/28(火) 公立小中始業式 
  9/ 1(土) 私立中入試対策 5Pｸﾗｽｽﾀｰﾄ 
        2:00pm～3:50 算・国 

  9/ 3(月) 新時間割スタート  

  9/10(月) 第2回英検申込〆切 

  9/17(月) 敬老の日         授業あり 

  9/18(火) ～20日(木)面談日 授業なし      

  9/20(木) 科目変更〆切 アイアカ通信発行      

  9/21(金) 第2回漢検申込〆切 

  9/23(日) 秋分の日       

 9/24(月) 振替休日  授業あり 

～暑さ対策は万全に～ 
 

夏！子供達にとってそれは解放感を

満喫できる季節です。太陽の輝き

は、戸外での活動をより楽しくして

くれます。しかし、プール熱や夏風

邪、熱中症には注意が必要です。 

 いずれも、 

水分補給を 

頻繁に行う 

事が大切です。 

■１０月の予定 
  10/ 5(金）第2回数検申込〆切 

  10/ 6(土）第2回英検実施 

  10/ 8(月）体育の日 授業あり 

            中3学特入試対策講座案内予定 

  10/14(日) 第7回中3模擬テスト     

  10/20(土）アイアカ通信発行 

       科目変更〆切  

 10/27(土) 第2回漢検実施  

  10/28(日) 群馬県民の日 

      TJC主催 高校進学相談会       

  10/29(月)  中3学特入試対策講座〆切 

            第2回理検〆切 

 9/3（月）～新時間割 

中3数英授業30分延長 

  入試対策スタート 

■インフォメーション 

☆経理より☆ 

・9/ 3(月)9月分授業料+維持費及び  

     後期教材費口座振替   

（9/1～翌年2/末分:詳細は個別に郵送）  
 

 8月20日郵送（後期諸費用･ｱｲｱｶ通信      

    半期前納･アイアカ定期テスト案内 

    後期時間割）案内  

            

・10/1(月)10月分授業料+維持費 

     口座振替  
          

☆授業日程のご案内☆ 
 9/17(月) 敬老の日     授業あり 

 9/18(火) ～20(木) 面談日 授業なし 

 9/24(月) 振替休日     授業あり 

 10/8(月) 体育の日      授業あり  

10/28(日)高校進学相談会 
   TJC(館林塾人クラブ主催) 

    詳細は後日別紙にて配布 

 

☆テスト日程のご案内☆ 
・8/26(日)第２回アイアカ定期テスト 

        （小4～中3全学年） 

・10/14(日)第7回中３模擬テスト 

■各検定試験日程 

■季節のニュース 
 

 

 

    

 

 

■アイネット通信 

P検３級取得で！ 
全国447大学・短大約1106学部 

入試優遇、単位認定あり 

■9月、10月のパソコン検定実施日 

       ☆9月16日（土）・☆10月21日（土） 

 

 

 

 1級・2級建築士（学科）・土木 

     受講できます。 人気の講座   

   宅建 , FP（学割有り）などもあります。 

 
 

 

 

 

★速読トレーニングでラクに文章を読める

ようになります。ぜひ体験を！！ 

ブレインダンプで作文力UP！ 

iＳＯ速読スクール 

2学期から受講を始めませんか？ 

アイアカ生は7,560円（4回） 

塾外生 10,800円 （4回） 

 

検定 申込〆切 検定日 

英検  9/10(月)  10/ 6(土） 

漢検  9/21(金) 10/27(土) 

数検 10/ 5(金) 11/10(土) 

理検 10/29(月) 11/16(金) 

Ｐ検  9/12(水)  9/15(土) 

生徒は三人三様 
 

クラス学習・個別学習・加えて 
 

40周年記念自立学習コース 

「TOKOTON
と こ と ん

」新設！！ 
 

無料体験希望者はお申し
出ください。 



■教育ニュース 

『国際バカロレア認定校』 
 国際バカロレア（IB）は、ジュネー

ブに本部を置く「国際バカロレ

ア機構」が運営するプログラム

で、IB資格とその成績は、世界

の有名大学の多くで受験資格や

入試判定に使われています。 

 本来はインターナショナルス

クールのための資格でしたが、

世界でも多くの高校が採用して

おり、認定校になればその学校

の教育が世界的水準に達してい

る証明にもなります。政府は、

高校教育のグローバル化を推進

するため、2013年の「日本再興

戦略」の中でIB認定校を、2030

年度までに200校にすることを 

掲げています。 

 

 

 

 

来年には、小中学校で使用されてい

る教科書が改訂されます。大学入試

制度、高校教育のグローバル化が 

ますます進んでいます。アイアカも 

小学生からの英語、英会話、英検特

訓講座、TOEIC講座など、様々な

ニーズに対応しています。  
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■９月の予定 
9/ 5（土）私立中入試対策5Pｸﾗｽｽﾀｰﾄ 

           2:00pm～5:50 

9/14（月）第2回英検申込〆切 

9/20（日）科目変更〆切 

     アイアカ通信発行 

9/21（月）敬老の日    塾休み 

9/22（火）国民の休日   授業あり 

9/23（水）秋分の日    授業あり 

9/24（木）25（金）面談日 授業あり     

9/26（土）第2回漢検申込〆切 

■１０月の予定 

10/ 7（水）第2回数検申込〆切 

10/10（土）第2回英検実施 

10/12（月）体育の日 塾休み 

10/16（金）第2回理検申込〆切 

10/18（日）第7回中3模擬テスト     

10/20（火）アイアカ通信発行 

      科目変更〆切 

10/25（日）TJC主催 高校進学相談会 

10/26（月）中3学特入試対策講座〆切 

10/31（土）第2回漢検実施 

8/31（月）～新時間割 

中3数英授業30分延長 

  入試対策スタート 

■インフォメーション 

☆経理より☆ 

・9/ 1(火)9月分授業料  及び  

   後期諸経費・教材費口座振替   

      （9/1～翌年2/末分）   

 

8月20日郵送（後期諸費用･ｱｲｱｶ通信      

    半期前納･アイアカ定期テスト案内 

    後期時間割）案内  

            

・10/1(木)10月分授業料  口座振替  
          

☆授業日程のご案内☆ 
9/21（月）敬老の日    塾休み 

9/22（火）国民の休日   授業あり 

9/23（水）秋分の日    授業あり 

9/24（木）25（金）面談日 授業あり 

10/12(月) 体育の日     塾休み  

 

10/25(日)高校進学相談会 
   TJC(館林塾人クラブ主催) 
    詳細は後日別紙にて配布 

～高校の先生と 

お話できる貴重な 

  機会です!～ 

■各検定試験日程 
・8/30（日）第２回ｱｲｱｶ定期テスト 
後日別紙にて案内（小4～中3全学年） 

・10/18（日）中３模擬テスト 

■季節のニュース 

麺―1グランプリ  in 館林 

今年も麺バトルでさらに暑くなる！ 
 

場  所：館林市役所 東広場 

開 催 日：10月3日(土) 4(日) 

時  間：午前10時～午後3時 

■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 

■9月、10月のパソコン検定実施日 

       ☆9月19日（土）・☆10月17日（土） 

 

 

  

働きながら資格取得❢❢ 
学割で学生もサポート❢  
宅建・FP・簿記・秘書 等 
８０講座以上！！ 

 
         

 

『毎月第一土曜日は 

スピードキープ受講の日』 
★トレーニング修了生は3カ月に１回のト

レーニングでキープをしています。また、

暗記フラッシュで５科目の学力アップ！ 

館林校 

iＳＯ速読スクール 

 ■健康ニュース 
～９月も油断できない熱中症～ 

熱中症とは気温の高い環境で生じる

健康障害の総称です。体内の水分や

塩分などのバランスが崩れ、体温の

調節機能が働かなくなり、

体温上昇、めまい、倦怠

感、けいれんや意識障害な

どの 

症状が起こります。 
 

【重症度Ⅰ】 

・めまい・立ちくら

み・大量の汗 

⇒涼しい場所へ移動、

安静、水分補給 

検定 申込〆切 検定日 

英検  9/14（月） 10/10（土） 

漢検  9/26（土） 10/31（土） 

数検 10/ 7（水） 11/14（土） 

理検 10/16（金） 11/13（金） 

Ｐ検  9/10（水）  9/19（土） 


