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■12月の予定 

12/ 7(土) 第3回英検申込〆切 
12/ 8(日) 第9回中3模擬テスト 

12/ 9(月) 冬期講習申込〆切 

12/14(土) 冬期講習開始予定 

12/20(金) 科目変更〆切 

      アイアカ通信発行 

12/21(土) P検〆切 

12/23(月) 天皇誕生日 授業あり 

12/24(火) 群馬公立小中終業式 

12/25(水) 頑張った用紙提出〆切 

12/27(金) 第3回漢検申込〆切    

12/29(日) 生徒見つめよう会議 

12/29(日)-1/4(土)年末年始休業 

                      (中3除く)  

■インフォメーション 

☆経理より☆               

・11/ 1(金)11月分 授業料・維持費 

             口座振替 

・12/ 2(月)12月分 授業料・維持費 

             口座振替  
      

☆授業日程のご案内☆ 
・11/ 4(月)振替休日   授業あり 

・11/23(土)勤労感謝の日 授業あり 

・12/23(月)天皇誕生日  授業あり 

・12/29(日)～1/4(土)   塾休み 
 

10/27(日)高校進学相談会 
・館林市文化会館2Ｆ 

  小ホールおよび会議室にて 

 午後 1：00開始 ～ 午後3：00 
・入場チケット持参で 

    ＱＵＯカードプレゼント☆ 
 
～個人的で具体的な相談や 

   自己アピールのチャンス～ 
 

☆テスト日程のご案内☆ 
・11/10(日)第8回中３模擬テスト 

・12/ 8(日)第9回中３模擬テスト 

■ アイネットパソコンスクール■ 

個別指導だから初めてでも安心！ 

  進路が決まった高校生 
 

 パソコン検定を受検しましょう！ 

☆3級をとって履歴書に書き 

  ましょう。 

☆単位に認定する大学増加 

☆入試の際の点数加算・ 

 判定優遇！ 

大学では、レポート 

提出などで、パソコ

ン操作が必須です。 

入学までに習得を！ 

           
 

 

■ 11月、12月のパソコン検定の実施日 

  ☆11月16日（土）・☆12月21日（土）   

学生さん～社会人まで 
「おすすめコース」 （税別）   

  ・宅建（本科）  ￥200，000 

    ［学割］    ￥100，000 

  ・FP2級      ￥150，000 

   ［学割］     ￥80，000 

 ・秘書検定     ￥25，000 

 ［学割」Web    ￥15，000 

     

トレーニングを重ねた分、 

勉強にも効果が出ます。 

アイアカ小学生が、国語＋速

読で偏差値１０アップしまし

た。 

系列スクールから東京大学 

合格者２名出ました！ 
  

 

iＳＯ速読スクール 

■各検定試験日程 

検定 申込〆切 検定日 

英検 12/ 7(土）   1/25（土） 

漢検 12/27(金）  2/ 8（土） 

数検 終了 11/16（土） 

理検 11/11(月） 11/29（金） 

Ｐ検 11/13(水） 11/16（土） 

■健康ニュース 
スポーツの秋「ペットボトル症候群」

に要注意？ 

 

スポーツの秋。運動をする人が多

いはず。そんなとき、気をつけな

ければいけないのが

「ペットボトル症候

群」。糖分が含まれ

ている甘い清涼飲料

水を大量に摂取する

ことで、嘔気などを

引き起こす病気です。秋の水分補

給には、無糖でミネラルが補給で

きるミネラル入り「むぎ茶」 が

おすすめです。 

■11月の予定 
 

11/ 2(土) 中3学特入試対策講座開始 
11/ 4(月) 振替休日 授業あり 
11/10(日) 第8回中3模擬テスト 

          第2回英検二次試験B日程  

11/11(月) 期末対策週間～11/30 

          第3回理検申込〆切 

11/13(水) P検〆切 
11/16(土) 第2回数検実施 

         P検実施 

11/20(水) アイアカ通信発行        

       科目変更〆切  

11/23(土) 勤労感謝の日 授業あり 

11/25(月) 冬期講習案内配布予定   

11/29(金）第3回理検実施 

算数オリンピックにチャレンジ 
 ヒント 

三角定規は辺の比が決まっています。 

 

 

             

正方形が絡む問題は「別の正方形」を

どこかに作り出して、わかってる長さ

を利用することが多いです。    

わかってる長さはBC＝5 cm だけなの

で、一辺が5 cmの正方形を作りたい

なと考えます。(これは経験からくる

カンってやつです)        
答えがわかった方、知りたい方は田村まで                   

＜先月の解答＞160㎠ 
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■12月の予定 

12/ 7(土) 第3回英検申込〆切 
12/ 8(日) 第9回中3模擬テスト 

12/ 9(月) 冬期講習申込〆切 

12/14(土) 冬期講習開始予定 

12/20(金) 科目変更〆切 

      アイアカ通信発行 

12/21(土) P検〆切 

12/24(火) 群馬公立小中終業式 

12/25(水) 頑張った用紙提出〆切 

12/27(金) 第3回漢検申込〆切    

12/29(日) 生徒見つめよう会議 

12/29(日)-1/4(土)年末年始休業 

                      (中3除く)  

■インフォメーション 

☆経理より☆               

・11/ 1(金)11月分 授業料・維持費 

             口座振替 

・12/ 2(月)12月分 授業料・維持費 

             口座振替  
      

☆授業日程のご案内☆ 
・11/ 4(月)振替休日   授業あり 

・11/23(土)勤労感謝の日 授業あり 

・12/29(日)～1/4(土)   塾休み 
 

10/27(日)高校進学相談会 
館林市文化会館2Ｆ(小ﾎｰﾙ･会議室にて) 

 午後 1：00開始 ～ 午後3：00 
 近隣の公立・私立高校の先生に 

学校の情報を直接聞くことができます 

（学校案内パンフもあります） 

  私立高面談やｱﾝｹｰﾄ提出で 

  ＱＵＯカードプレゼント☆ 
 
また抽選会で素敵な景品をゲット 

中学1年2年の生徒保護者の参加も 

大歓迎です。 
(ご連絡頂ければﾁｹｯﾄをお渡しいたします) 

☆中3模擬ﾃｽﾄ日程のご案内☆ 
11/10(日)第8回、12/ 8(日)第9回 
12/8(日)下野ﾃｽﾄ希望者は11/9(土)まで

に申し出て下さい。(北辰ﾃｽﾄは各自受験） 

■ アイネットパソコンスクール■ 

個別指導だから初めてでも安心！ 

  進路が決まった高校生 
 

 パソコン検定を受検しましょう！ 

☆3級をとって履歴書に書き 

  ましょう。 

☆71大学が単位認定！ 

☆449大学・短大が 

 入試優遇！ 

大学では、レポート 

提出などで、パソコン

操作が必須です。 

入学までに習得を！ 

           
 

 

■ 11月、12月のパソコン検定の実施日 

  ☆11月16日（土）・☆12月21日（土）   

学生さん～社会人まで 
「おすすめコース」 （税別）   

  ・宅建（本科）  ￥200，000 

    ［学割］    ￥100，000 

  ・FP2級      ￥150，000 

   ［学割］     ￥100，000 

 ・秘書検定     ￥25，000 

※宅建は2020年3/20～230,000円になります 

無料体験受付中！ 
トレーニングを重ねた分、  

勉強にも効果が出ます。 

アイアカ小学生が、国語＋速読

で偏差値１０アップしました。 

系列スクールから東京大学 

合格者２名出ました！ 
  

 

iＳＯ速読スクール 

■各検定試験日程 

検定 申込〆切 検定日 

英検 12/ 7(土）   1/25（土） 

漢検 12/27(金）  2/ 8（土） 

数検 終了 11/16（土） 

理検 11/11(月） 11/29（金） 

Ｐ検 11/13(水） 11/16（土） 

■11月の予定 
 

11/ 2(土) 中3学特入試対策講座開始 
11/ 4(月) 振替休日 授業あり 
11/10(日) 第8回中3模擬テスト 

          第2回英検二次試験B日程  

11/11(月) 期末対策週間～11/30 

          第3回理検申込〆切 

11/13(水) P検〆切 
11/16(土) 第2回数検実施 

         P検実施 

11/20(水) アイアカ通信発行        

       科目変更〆切  

11/23(土) 勤労感謝の日 授業あり 

11/25(月) 冬期講習案内配布予定   

11/29(金）第3回理検実施 

算数オリンピックにチャレンジ 
 

                     ヒント 

               三角定規は辺の比が決まっています。 
 

 

              

 

  正方形が絡む問題は「別の正方形」をどこかに作り   

出して、わかってる長さを利用することが多いです。                                     

わかってる長さはBC＝5 cm だけなので、        

一辺が5 cmの正方形を作りたいなと考えます。   

(これは経験からくるカンってやつです)        

答えがわかった方、知りたい方は田村まで                  

＜先月の解答＞160㎠ 

P検3級取得 

短期集中ﾊﾟｿｺﾝｺｰｽ 

11/12～1/9(13回ｺｰｽ) 


