
読書速度アップ・偏差値アップ❢ 

  『ブレインダンプ』…速読レッスンで
は本の内容を書き出す(アウトプット) 

  トレーニングも実施。 

 速読を通して、多くの本を読み、たく   

 さんの文章を書き、考え、思考の 

 整理へつなげます。 

    塾生 4回/月 7,560円 

塾外生 10,800円 

6か月前納割引（現金）10％off 

2019年 

４月号 

41周年   

■インフォメーション 

☆経理より☆ 
 

・4/ 1(月)  4月分授業料及び維持費 

   新小4～新中3生 年間テスト費 

                            口座振替 

 ※理社国の科目増分については、 

 後日清算のご案内をさせて頂きます。     

・5/ 7(火)  5月分授業料・維持費 

              口座振替       

 ※中学生5科目半期(4/1～9月末)前納   

 ご希望の方は3/31申込〆切 
 

検定 申込〆切 検定日 

漢検 5/22(水) 6/29(土) 

英検 5/  6(月) 6/ 1(土) 

数検 5/15(水) 6/22(土) 

理検 5/ 8(水) 5/24(金) 

Ｐ検 4/17(水) 4/20(土) 

■各検定試験日程 
 

 

 

 

 

 
 

    

       iSO速読  

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 

E-mail：http://aiacademy.com 

■５月の予定 
 

 5/ 6(月)  第１回英検申込〆切 

 5/ 8(水)  第１回理検申込〆切 

 5/12(日)  第２回中３模擬テスト         

 5/15(水)  第１回数検申込〆切     

 5/20(月） 科目変更〆切 

           アイアカ通信発行 

 5/22(水)  第１回漢検申込〆切 

 5/24(金)  第１回理検実施 

【大学受験】 ２０19．３.18現在 
 群馬大学（教育）、金沢大学（人文）、東京女子大（文）、日本女子大（文）、日本大学

（工・文理・商）、専修大学(文)、二松學舎大（文）、駒澤大（文）、昭和女子大（文）、文教

大（教育）、東京電機大（工）、帝京大（経営）、城西大（経済）、秀明大（学校教師）、日

本薬科大（薬）、女子栄養大（栄養）、十文字学園女子大（人間生活）、日本工業大（建

築）、県立農業大学校など    

【高校受験】群馬県公立後期100％合格！ 
 不動岡高、太田高、太田女子高、栃木翔南高、太田東高、館林女子高 7名、 

 羽生第一高、館林商工高 3名、佐野日大高（Ⅱ2名、Ⅲ1名、特2名、進学1

名）、国栃高（S1名）、白鷗足利高（S1名、A1名、B2名、富田3名、文理進学 

 3名）、関東学園高（B2名、学6名）、常磐高、昌平高など   

【中学受験】30年連続 100％合格！  
 佐野日大中3名 日大豊山女子中1名 開智未来中1名  昌平中1名  

  
 

 

～パソコン検定3級取得～ 

 こんな時代だから就職転職に有利！ 

     資格取得で、パソコンスキルを証明！ 
 

  

    

 

      学生から一般の方まで、あなたの 

      目標とする宅建、簿記、FPなどの資格 

   取得をサポート！ 

■４月の予定 
 4/ 1（月）新時間割実施 

 館林本部新システムスタート 

新小１～小4新学年学習開始 

 4/ 7(日) 第１回アイアカ模擬テスト 

      (小4～中3） 
      新入塾オリエンテーション 
 4/ 8(月）公立小中入学式・始業式 

      褒賞発表 

 4/20(土) 科目変更〆切 

      アイアカ通信発行  

 4/29(月) 昭和の日～5/5(日)塾休み           

来年、大学受験・高校受験・中学受験をする皆さん 

絶対にここに行きたい、ここに向けてあと1年頑張るんだ！ 

    という強い意志を持てる志望校は決定しましたか？ 

まあなんとかなるんじゃないの？と思っていたりしませんか？ 

   実際に今年受験を終えた現高校3年生に 

 「受験どうだった？」と聞いてみると全員が口をそろえて、 

      甘い世界じゃないと言っていました。 

  入試問題がどんどん難化していますが、やることは一緒。 

志望校合格に向けて日々頑張ること。 

現時点で出来ていない人たちはこの春休みで徹底しましょう。 

さあ、いよいよ君たちの番です！ 
志望校合格に向けて頑張っていきましょう！！ 

期待しています！！！ 

合格速報 (本年度のみ）  



2020年 

４月号 

42周年   

■インフォメーション 

☆経理より☆ 
 

・4/ 1(水)  4月分授業料及び維持費 

   新小4～新中3生 年間テスト費 

                            口座振替 

※中学理社国の科目増分については、 

 後日清算のご案内をさせて頂きます。     

・5/ 1(金)  5月分授業料・維持費 

              口座振替       

 ※中学生5科目半期(4/1～9月末)前納   

 ご希望の方は3/31申込〆切 

☆授業日程のご案内☆ 
4/ 29(水) 昭和の日～5/5(火)塾休み 
5/6（水） 振替休日 授業あり 

 

検定 申込〆切 検定日 

漢検 4/27(月) 6/13(土) 

英検 4/22(水) 5/30(土) 

数検 5/13(水) 6/20(土) 

理検 5/11(月) 6/ 5(金) 

Ｐ検 4/15(水) 4/18(土) 

■各検定試験日程 
 

 

 

 

 

 
 

 iSO式ﾌﾗｯｼｭ速読ｽｸｰﾙ

「理解」しながら「速く」読む 

是非、体験してみましょう（塾生無料) 

全国読書作文コンクール受賞！ 
(2018年小5入選/2019年小6・中１特選） 

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 

E-mail：http://aiacademy.com 

■５月の予定 
 

 5/ 6(水)  振替休日 授業あり 

 5/ 8(金)  第１回理検申込〆切 

 5/10(日)  第２回中３模擬テスト         

 5/13(水)  第１回数検申込〆切     

 5/20(水） 科目変更〆切 

           アイアカ通信発行 

 5/29(金)  第１回理検実施 

 5/30(土)  第１回英検実施 

 【中学受験】3１年連続 100％合格  
 開智未来中（T未来コース）1名 、 佐野日大中5名、 昌平中1名 
 白鷗足利中1名、秀明中1名  
 

【高校受験】群馬・栃木・埼玉公立入試全員合格！ 
群馬高専、栃木女子高、不動岡高、太田東高2名、館林高5名、館林女子

高4名、館林商工 3名、開智高（Sコース）、佐野日大高（特進2種、3種、

スーパー進学3名）、国栃高（Sコース1名）、白鷗足利高（S特２名、A特、B

特４名、富田進学５名）、関東学園高（B特2名、C特5名）、常磐高（B特）、

花咲徳栄高（α選抜）など   
      

【大学受験】 ２０19．３.18現在 
 群馬県立女子大（文）、上智大（文）、東京理科大（基礎工）、東京薬科大（薬）、横

浜薬科大（薬）、成蹊大(経済)、日本大（生物資源科・生産工）、芝浦工大（システム

理工）、京都外語大（外国語）、東京経済大（経営）、東京電機大（未来科）、國學院

大（法）、獨協大（経済）文教大（文）、神奈川大（理）、大東文化大（文）、東海大（文

化社会）、東京福祉大（心理）、白鷗大（法2名）、文京学院大（経営）、群馬パース大

（保健科学）、佐野日本短大（介護福祉・社会福祉）他 

 

～パソコン検定3級取得～ 

 こんな時代だから就職転職に有利！ 

     資格取得で、パソコンスキルを証明！ 
 

  

    

 

 

（2020.5/17まで）       

 2020年3月に高校・専門学校・短大・大学   

卒業者は宅建28万円⇒17万円 
                              で受講できます 

※その他、2級FP、簿記なども割引制度あり 

資格は学生のうちに取るのがお得！ 

合格速報 (本年度のみ）  

新卒者キャンペーン 

■４月の予定 
 4/ 4(土) 私立中入試対策クラス 

      5P・6P開講 

 4/ 5(日) 第１回アイアカ模擬テスト 

      (小4～中3） 

       生徒見つめよう会議 

 4/ 6（月）新時間割実施 
   新小１～小4新学年学習開始 

 4/  7(火）公立小中入学式・始業式 

 4/ 10(金）褒賞発表 

 4/ 20(月) 履修科目変更〆切 

      アイアカ通信発行 

 4/ 22(水) 第１回英検〆切 

 4/ 27(月) 第１回漢検〆切 

 4/ 29(水) 昭和の日～5/5(火)塾休み           

3/18より「ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防ｶｰﾄﾞ」を配布しています。 

塾に来る前に感染予防カードを記入し、持参して下さい。 

熱やせきがある場合は塾をお休みしてください。 
手洗い・うがい・マスク・規則正しい生活を心がけましょう。 

まだ間に合う！ 春期講習を受けよう！ 
3/2から学校が休校！ 差がつく1か月です！ 
学校の休校で約100時間の学習ができない状態です。 

学力を低下させないように、 

春期講習で規則正しい学習習慣を維持しましょう。 

春期講習  ペア割実施中！ 
塾外のお友達や入塾していない兄弟と一緒に受講すると、

二人とも春期講習を半額で受講でき大変お得です。 


