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９/１６(月)敬老の日 敬老の日（祝日）ですが、通常通り行います。 

９/２３(月)秋分の日 秋分の日（祝日）ですが、通常通り行います。 

９月の授業日 ８/２６(月)～９/２７(金)の５週間分で請求させていただきます。 

１０/６(日) 第３回中３京都模試。申込みが必要。帰宅後 

１０１０１０１０////６６６６((((日日日日))))    入試個別相談会。八幡市文化センター入試個別相談会。八幡市文化センター入試個別相談会。八幡市文化センター入試個別相談会。八幡市文化センター4444 階小ﾎｰﾙ。階小ﾎｰﾙ。階小ﾎｰﾙ。階小ﾎｰﾙ。13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：00000000。。。。    

１０/１２(土) 中３塾内模試。取り止め期限は９/１６(月)。１１月分でご請求。 

１０/１３(日) 第 5 回中３五ツ木模試。申込みが必要。 

１０/１４(月)体育の日 体育の日（祝日）ですが、通常通り行います。 

１０１０１０１０////１９１９１９１９((((土土土土))))    中中中中 3333 土曜特訓スタート。土曜特訓スタート。土曜特訓スタート。土曜特訓スタート。    

１１１１００００////２７２７２７２７((((日日日日))))    第３回高校入試説明会。午前９：４０第３回高校入試説明会。午前９：４０第３回高校入試説明会。午前９：４０第３回高校入試説明会。午前９：４０：：：：松花堂松花堂松花堂松花堂・午後・午後・午後・午後１：１５久御山校１：１５久御山校１：１５久御山校１：１５久御山校。。。。    

１０月の授業日 ９/３０(月)～１０/２５(金)の４週。 

１１/４(月) 第４回中３京都模試。申込みが必要。 

１１/４(月)振替休日 １１/３文化の日の振替休日ですが、通常通り行います。 

１１/１０(日) 第６回中３五ツ木模試。申込みが必要。 

１１１１１１１１////１０１０１０１０((((日日日日))))    ひらパー小学生遠足（全校舎）！！！ひらパー小学生遠足（全校舎）！！！ひらパー小学生遠足（全校舎）！！！ひらパー小学生遠足（全校舎）！！！    

１１/２３(土)勤労感謝の日 勤労感謝の日（祝日）ですが、土曜特訓あります。 

１１月の授業日 １０/２８(月)～１１/２９(金)の５週間行います。 

１２/１(日) 第５回中３京都模試。申込みが必要。 

１２/１５(日) 第７回（特別回）中３五ツ木模試。申込みが必要。 

１２月の授業日 １２/２(月)～１２/２７(金)の４週。 

１２/２１(火)～２３(月) 中学生冬期集中授業①。時間帯は夏と同じ。 

１２/２５(水)～２８(土) 中学生冬期集中授業②。時間帯は夏と同じ。 

１/４(土)～１/６(月) 中学生冬期集中授業③ 

１/１２(日) 最終回中３京都模試。申込みが必要。 

１/１９(日) 最終回中３五ツ木模試。申込みが必要。 

 

※ 9999 月→月→月→月→((((月月月月))))…………8/268/268/268/26・・・・2222・・・・9999・・・・16161616・・・・23232323 のののの 5555 週、週、週、週、((((火火火火))))→→→→8/278/278/278/27・・・・3333・・・・10101010・・・・17171717・・・・24242424 のののの 5555 週、週、週、週、

((((水水水水))))→→→→8/288/288/288/28・・・・4444・・・・11111111・・・・18181818・・・・25252525 のののの 5555 週、週、週、週、((((木木木木))))→→→→8/298/298/298/29・・・・5555・・・・12121212・・・・19191919・・・・26262626 のののの 5555 週、週、週、週、((((金金金金))))
→→→→8/308/308/308/30・・・・6666・・・・13131313・・・・20202020・・・・27272727 のののの 5555 週です。週です。週です。週です。/10 月…(月)→30・7・14・21 の 4 週、(火)→1・8・15・22 の 4

週、(水)→2・9・16・23 の 4 週、(木)→3・10・17・24 の 4 週、(金)4・11・18・25 の 4 週です。/11 月…(月)→28・

4・11・18・25 の 5 週、(火)→29・5・12・19・26 の 5 週、(水)→30・6・13・20・27 の 5 週、(木)→31・7・14・21・28 の 5 週、(金)

→1・8・15・22・29 の 5 週です。    

平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年９９９９月号月号月号月号    

９９９９月月月月からからからから１１１１月月月月までのまでのまでのまでの予定予定予定予定    

 

２

※※※※今月、以下の物を同封しました今月、以下の物を同封しました今月、以下の物を同封しました今月、以下の物を同封しました    
個別指導(小学生) ·········請求書・海星新聞・個別授業報告書。 

スタディールーム ·········請求書・海星新聞・スタディー報告書。 

中１(個別) ···············請求書・海星新聞・個別授業報告書。 

中１(クラス) ·············請求書・海星新聞。 

中２(個別) ···············請求書・海星新聞・個別授業報告書。 

中２(クラス) ·············請求書・海星新聞。 

中３(個別) ···········… 請求書・海星新聞・個別報告。 

中３(クラス) ·········……請求書・海星新聞。 

高１～高３ ···············請求書・海星新聞・個別授業報告書。 

パソコン教室 ·············請求書・海星新聞。 

    

                                                                

 

 

新入生の方、及び口座引落手続きがお済みでない方

はお読み下さい。 

①毎月２７日に翌月分を口座振替で支払っていただ

きます。 

②毎月１０日までが各種変更届の締切り日です。１０

日を過ぎますと翌々月で精算されることになります。 

③途中退塾される場合は、１０日までに申し出ていた

だければ、翌月分は引き落としされません。申し出が

１１日以降になりますと、翌月分が引き落としされま

す。その場合、その場合、その場合、その場合、いかなる理由があってもいかなる理由があってもいかなる理由があってもいかなる理由があっても返金は返金は返金は返金は

致しません致しません致しません致しませんで十分ご注意下さいで十分ご注意下さいで十分ご注意下さいで十分ご注意下さい。。。。    

 

 

 

 

 

９月分授業料の引落日は８月２７日(火)でした。引

き落としできなかった方は９月１６日(月)までに現

金にてお支払い下さい。お支払いいただけなかった方

は、翌翌翌翌９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日((((火火火火))))以降は以降は以降は以降は通塾ストップ通塾ストップ通塾ストップ通塾ストップとさせてい

ただきます。 

    

    

 

 

 

 

 

 

毎年９月分で、後期諸経費（９月～２月分・５,４

００円）の納入をお願いしております。諸経費の内訳

は、塾生の通塾時における交通事故傷害保険費用・通

信費・施設維持費・冷暖房費です。 

また当塾はプリントを大量に使用いたします。１科目

（スタディーは週１回）あたり３００円をご負担いた

だきます。指導の質を落とさないために必要なもので

すので、なにとぞご理解ご了承のほどお願い申し上げ

ます。なお、パソコン教室の方は必要ございません。 

    

    

    

    

 

 

昨年度より中学の学習量が３～４割増となりました。

授業数を増やさざるを得ませんので、今年度も９月と

１１月は５週間の授業を行 

います。９月分と１１月分の授業料は全学年５週分

でのご請求となりますので、ご理解ご協力をなにとぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 海星学院主催・入試相談会は１０月６日(日)、午後

１時半～４時、八幡市文化センター４階小ホール(八

幡市役所隣接）で行います。 

 

ご家族が１名以上来場されたら、中３

⇒１００pt、中２⇒２００pt、中１以下⇒

３００pt を付与します！ 

会場受付に記入用紙を用紙していますので、そこで

記入してください。クラブ等で来場できなくても家族

の参加であればＯＫ。記入するのを忘れた場合は上記

ポイントの進呈は行いませんので注意してください。 

↑↑昨年の様子↑↑ 

 

[[[[参加校参加校参加校参加校]]]]    

＜京都公立＞＜京都公立＞＜京都公立＞＜京都公立＞堀川・西京・嵯峨野・桃山・南陽・京

都八幡・西城陽・菟道・東宇治・城南菱創・城陽・田

辺・木津・京都すばる 

 

＜私立＞＜私立＞＜私立＞＜私立＞大阪国際大和田・大阪国際滝井・東海大仰

星・京都成章・京都西山・京都学園・ノートルダム女

学院・京都産業大学附属・常翔学園・常翔啓光学園・

京都聖母学院・立命館宇治・京都橘・京都廣学館・京

授業料の自動引落し 

通塾ストップ(重要) 

９月と１１月は５週分で 

後期諸経費・プリント代 
納入のお願い 

１０/６(日)入試相談会 
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都光華・東山・四条畷学園・大阪青凌・大阪産業大附

属・大阪電通大・花園・華頂女子・京都精華女子・大

谷・洛陽総合。 

以上、参加４０校です。 

 

混雑を避けるには午後１時混雑を避けるには午後１時混雑を避けるには午後１時混雑を避けるには午後１時１５分頃ま１５分頃ま１５分頃ま１５分頃ま

ででででに会場に来るのがいいに会場に来るのがいいに会場に来るのがいいに会場に来るのがいいですよ。ですよ。ですよ。ですよ。

 

 

 

今年から大阪の公立高校は参加していただけなくな

りました。ある校長に教えていただいたのですが、民

間団体が主催するこういう相談会には参加しにくく

なったそうです。残念！！！ 

 

 

 

 

 

海星学院全校舎の授業中の様子等は、塾生および保護

者様のみのご提供とさせていただいております。 

毎月１５日に更新。全員が同じＩＤ＆パスワードとさ

せていただきます。 

７/１５(月)～８/１４(水)のＩＤ・パスワードは以下

の通りです。半角で入力してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８/１５(木)～９/１４(土) 

ＩＤ：ＩＤ：ＩＤ：ＩＤ：    ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●    

ＰＡＳＳ：ＰＡＳＳ：ＰＡＳＳ：ＰＡＳＳ：    ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９/１５(日)～１０/１４(水) 

ＩＤ：ＩＤ：ＩＤ：ＩＤ：    ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●    

ＰＡＳＳ：ＰＡＳＳ：ＰＡＳＳ：ＰＡＳＳ：        ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●    

 

 

 

 

中３生徒には後日案内書をお渡ししますが、偏差値

をさらに上げるため、もっとも重要な秋の内申をあげ

るため、中３生を対象に１０月１９日(土)より中３土

曜特訓講座をスタートさせます。 

クラス生は全員必修、個別生は申込み制です。毎年、

この授業により偏差値が大きく伸びる海星学院の看

板講座です。志望校１～２ランクアップ可能です。 

いちばんのポイントは、生徒のリクエストに応じていちばんのポイントは、生徒のリクエストに応じていちばんのポイントは、生徒のリクエストに応じていちばんのポイントは、生徒のリクエストに応じて

弱点をつぶしていく講座であることです。弱点をつぶしていく講座であることです。弱点をつぶしていく講座であることです。弱点をつぶしていく講座であることです。また、得点また、得点また、得点また、得点

能力を高めるための授業も行います。能力を高めるための授業も行います。能力を高めるための授業も行います。能力を高めるための授業も行います。いよいよラスト

スパート!!!! １０月から入試まで突っ走りましょう。 

 

 

 

 

 いよいよ学校選びの時期が近づいてまいりました。

効率よくそして集中して勉強できる環境を提供する

ために９月より海星学院の各教室を開放します。下記

の時間帯は自由に自習できますので、できるだけ全員

参加してください。塾で勉強すれば集中して勉強でき

ますよね。どしどしご利用ください。下記の時間帯以

外でも自習できる場合がございます。 

＜本校＞＜本校＞＜本校＞＜本校＞((((月月月月))))～～～～((((金金金金))))の夕方～６時半。の夕方～６時半。の夕方～６時半。の夕方～６時半。    

＜吉井校＞＜吉井校＞＜吉井校＞＜吉井校＞使えません。本校に来てください。使えません。本校に来てください。使えません。本校に来てください。使えません。本校に来てください。    

＜泉校＞＜泉校＞＜泉校＞＜泉校＞((((月月月月))))～～～～((((金金金金))))の夕方４時～６時半。の夕方４時～６時半。の夕方４時～６時半。の夕方４時～６時半。    

＜久御山校＞＜久御山校＞＜久御山校＞＜久御山校＞((((月月月月))))～～～～((((金金金金))))の夕方の夕方の夕方の夕方～６時半。～６時半。～６時半。～６時半。    

＜長尾校＞＜長尾校＞＜長尾校＞＜長尾校＞((((月月月月))))～～～～((((金金金金))))の夕方の夕方の夕方の夕方～６時半。～６時半。～６時半。～６時半。    

    

（注意）利用できるのは、静かに勉強できる生徒に限

ります。騒いだりして他の生徒の迷惑行為騒いだりして他の生徒の迷惑行為騒いだりして他の生徒の迷惑行為騒いだりして他の生徒の迷惑行為を行った者を行った者を行った者を行った者

は即刻帰ってもらい以後利用させません。は即刻帰ってもらい以後利用させません。は即刻帰ってもらい以後利用させません。は即刻帰ってもらい以後利用させません。自習終了後

は机周辺を元通りに整理し夜の部の生徒たちが気持

ちよく教室に入れるように掃除して帰ってください。 

 

 

 

 

 

 

１０月度の中３塾内モギ（Ｖもし）は１０/１２(土)午後５：

４５から実施します。教室は当日の掲示に従って下さい。

上記の生徒は事情のある場合をのぞき全員受験して

ください。終了時刻は夜９：５５の予定です。受験料

は３,９００円です。 

受験取りやめ届を期限までに提出されなかっ受験取りやめ届を期限までに提出されなかっ受験取りやめ届を期限までに提出されなかっ受験取りやめ届を期限までに提出されなかっ

た方は、受験しなくても１た方は、受験しなくても１た方は、受験しなくても１た方は、受験しなくても１１１１１月分で請求させて月分で請求させて月分で請求させて月分で請求させて

いただきますのでご注意下さい。いただきますのでご注意下さい。いただきますのでご注意下さい。いただきますのでご注意下さい。    提出期限後の

受験取りやめはできません。 

 

 

 

 

    

＜＜＜＜個別相談会もうすぐ個別相談会もうすぐ個別相談会もうすぐ個別相談会もうすぐ！！！！＞＞＞＞        

入試個別相談会が１ヵ月後に近づ

いてまいりました。どうして海星学院

がこんなことをやっているのかと申

しますと、入試相談会はほかにもたく

ﾗｲﾌﾞｶﾒﾗ 

塾長・江川コラム 
中学生対象コラム中学生対象コラム中学生対象コラム中学生対象コラム    

中３土曜特訓！ 

中3・高3の自習を開始 

中３塾モギ、10/１２(土) 
「とりやめ届」締め切り９「とりやめ届」締め切り９「とりやめ届」締め切り９「とりやめ届」締め切り９////１１１１６６６６((((月月月月))))    

 

4 

さんあるのですが、それは大半が京都市内や大阪市内

で実施されていて、１時間以上かけて出かけなければ

ならず、枚方八幡久御山からの参加率が極めて低いと

いうことを前々から聞いていたからなのです。 

 

約１０年前、「海星学院にやってもらいたい」と複

数の私学の先生にたのまれました。大阪市と京都市の

ちょうど中間に位置するのがこの海星学院だという

わけです。この地域ではおかげさまで地域の入試相談

会として定着したようで、他塾に通う受験生も毎年多

数来場して下さいます。また毎年来場してくださる他

の塾の塾長先生もいらっしゃいます。 

 

海星学院が主催という形をとってはいるのですが、

地域の受験生のための入試相談会なのです。長年こう

して海星学院を続けることができたのは地域の皆様

のおかげだと思っております。その恩返しのひとつだ

と考えております。 

 

来場するとどんないいことがあるのか。我々が「大

丈夫。合格できる」と言っても「とりあえずはうれし

いけど、ほんとかな～？」って感じますよね。しかし、

第１志望校の入試責任者が「大丈夫」と言ってくれた

ら、絶対的に感じられるでしょ！だってその先生が合

否を決めるわけですから。それを教えてもらいに行く

のです。そして入試当日までがんばれる力となります。 

そして、「昨年の受験生に当てはめたら、君は特待

生で合格できていた。」・・・そういうことまで教えて

もらえます。「上位で合格できていた」や「昨年に当

てはめたら、ぎりぎり不合格だった。今ならまだまだ

挽回可能だな。あとは君のやる気しだいだよ」などな

ど。 

 

相談のブースにいらっしゃる先生は入試担当の先

生だけではなく、校長や教頭(副校長)もいらっしゃい

ます。めんどうくさいと思っている君！参加したら必

ず「来てよかった」と思いますので、ぜひ来場して下

さい。 

 

持ち物は、最新の通知表・１学期の内申がわかって

いる人は内申点。実力テスト結果。模擬試験の成績表

など。何を聞いたらわからない人は、だまってそれを

出すといろいろ逆に質問してもらえますから、それに

答えていくと、自然に知りたいことがわかります。 

 

 一日で多くの学校の話を聞いて比較できるという

のがこの相談会のもっともいい点です。毎年、この日

一日で併願の私立を決める方がたくさんいるのも大

きな特徴です。 

 

できれば親子で参加して下さい。親子が無理なら、

親だけ、子供だけの参加でも構いません。中１中２の

方は大半が親だけでいらっしゃっています。お子様の

進路を決める学校選びです。多数のご来場をお待ち申

し上げております。 

    

    

    

    

 

 

 

    

＜＜＜＜いまが人生の岐路いまが人生の岐路いまが人生の岐路いまが人生の岐路＞＞＞＞ 

長かった夏休みが終わり、い

よいよ２学期が始まりました。 

 

高２生は、第一志望の「オー

プンキャンパス」や「大学祭」

に参加してみよう。大学受験は

高２の秋から受験勉強を始め

ると第一志望に合格できる可

能性が非常に高いと言われて

います。イベントに参加することによって目標が明確

化し、勉強を自発的に頑張れるようになります。 

 

高１生は、大学のイベント参加は時期尚早と考えが

ちですが、全国の意識の高い生徒は高１時で参加して

います。是非、イベントに参加して意識を高めよう。 

 

高３受験生は、２学期から「応用力養成」の時期で

す。「応用力」をつけないと、志望校の合格は厳しく

なります。例えば、英語では配点の高い長文読解問題

力をつけなければ、合格は非常に厳しいです。２学期

から「応用力養成」とはいえども、２学期は、「体育

祭」＆「文化祭」＆「合唱コンクール」＆「定期テス

ト」等の学校行事が多く、受験勉強をする時間を十分

に確保することが困難です。 

 

入試まであと２ヵ月余り。大学入試の試験範囲は膨

大な量だからあれもこれもするのではなく、まず「赤

本」等で過去問を解いて、「難易度・形式・時間配分」

等の「傾向」を熟知しよう。次に、その「傾向」に合

った「対策」を自分自身で練り上げよう。これから入

試までの勉強は、①できる問題よりもできない問題、

②出題頻度が低い分野よりも出題頻度の高い分野、③

「問題の量」よりも「問題の質」、の３点にこだわっ

て勉強しよう。 

 

今、まさしく人生の岐路！入試までの２ヶ月、気持

ちを引き締め直して、第一志望校合格へ向けて本気で

頑張ろう～！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜おわり＞ 

本部長、小林コラム 
高校生対象コラム高校生対象コラム高校生対象コラム高校生対象コラム    


