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小中学生一般講習 

■お休み関係 
 
1 月１１日（月） 
祝日ですが通常通り行います。 
 
１月２９日（金） 
第５週日ですが代講で行います。 
 
２月２３日（火） 
祝日ですが通常通り行います。 
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■勉強会関係 
☆１月６日（水） 
小６年生模擬試験勉強会 
 

☆１月９日（土）10 日（日） 
中学１年生２年生学力調査対策 
（模擬試験問題勉強会） 
 

☆１月 16 日（土）17 日（日） 
中学 3 年生 受験英単語 英熟語 
 

☆１月 23 日（土）24 日（日） 
中学 3 年生 英語長文読解 
 

☆１月 30 日（土）31 日（日） 
私立高校入試直前対策 
中学 1 年生 2 年生定期考査対策 
 

☆小学生・中学生土曜日曜自習 
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小６年生模擬試験勉強会 
参加対象 私立中学受験６年生 

 

実施日 １月６日（水） 
 

時  間 13：30～15：30 
 

内  容 
１２月１９日(土)２０日（日）に行った模擬試験問題

を使った勉強をします。 
 

参加費 模擬試験問題（教材費）として 2,500 円 
納入方法 当日封筒をお渡しいたします。 

※12 月模試参加者無料 
 

参加方法  
特に事前お申込みはいりません。 

 

模試問題の学習終了後は自習時間としてご利用くだ

さい。 
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中学１年生２年生学力調査対策 
（模擬試験問題勉強会） 

参加対象：中学１年生２年生  

 

実施日 １月９日（土）10 日（日） 
時 間 9：30～17：30  

       （12：00～13：30 休憩） 

内  容 
１２月１９日(土)２０日（日）に行った模擬試験問題

を使った勉強をします。 
※模擬試験問題は県統一模試・学力調査対策問題を半世紀以上作り続けた県下

最大の模擬試験実施業者によって作成された問題です。学力調査対策として最

良の問題が使用されています。 
 

参加費 模擬試験問題（教材費）として 2,500 円 
（参加日数・時間・学習教科数問わず一律） 

納入方法 当日封筒をお渡しいたします。 

※12 月模試参加者無料 
 

参加方法  
特に事前お申込みはいりません。 
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中学 3 年生 受験英単語 英熟語 
参加対象 中学 3 年生 

 
□実施日 １月 16 日（土）17 日（日）  

 
□時 間 9：30～17：30（12：00～13：30 休憩） 
      途中参加・退場自由 ※時間の記録をいたします。 
□内  容 
中学英単語 1850 (高校入試ランク順 1)  
中学英熟語 430 (高校入試ランク順 2) 
内容を AI システムで学習します。 
 
□参加費 教材費＋システム利用費として 2555 円 

中学生 AI 英単語ご利用者 715 円 (英熟語教材費として) 
納入方法 当日封筒をお渡しいたします。 
 
 

□その他 
当システム学習は 16 日 17 日以降も 1 月末まで講習時間前後等に利

用ができます。（利用日時間は直接打合せいたします） 
 

☆【重要】参加方法  

下記申込み書を 1 月 12 日（火）までにご提出ください。 
（システム設定準備のため締め切り厳守） 
 
-------------------------------------------- キリトリ -------------------------------------------- 

１月 16 日（土）17 日（日）受験英単語 英熟語 参加申込書 
提出期限 1 月 12 日（火） 

 

参加者氏名                 
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中学 3 年生 英語長文読解 
参加対象 中学 3 年生 

 

実施日 １月 23 日（土）24 日（日）  

 

時 間  9：30～17：30  
         （12：00～13：30 休憩） 
       途中参加・退場自由 ※時間の記録をいたします。 

内  容 
英語長文読解専用プリントを使った学習を行います。 
 

参加費 無料 
 

参加方法  
特に事前お申込みはいりません。 

 

プリント終了後は、自習時間として教室

を利用してください。 
※自習時間では AI 英単語学習ご利用生タブレット利用可能です。 
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私立高校入試直前対策 
対象 中学 3 年生 

 

実施日１月 30 日（土）31 日（日）  

 

時 間  9：30～17：30  
         （12：00～13：30 休憩） 
     途中参加・退場自由 ※時間の記録をいたします。 
 

内  容 
過去問を使った数学計算。過去問を使った、数学・

英語・国語学習 
※AI 英単語・英熟語システム学習ご利用の中学 3 年生タブレッ

ト利用可能です。 
 

参加費 無料 
 

参加方法  
特に事前お申込みはいりません。 
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中学 1 年生 2 年生定期考査対策 
対象 中学 1 年生 2 年生 

実施日１月 30 日（土）31 日（日）  

 

時 間  9：30～17：30  
         （12：00～13：30 休憩） 
     途中参加・退場自由 ※時間の記録をいたします。 
 

内  容 
普段使っているテキストの Try・Exercise 全教科す

べて OK にします。 
（近隣公立中学校の定期考査テストでは Try・Exercise をすべて OK にするこ

とで 40 点以上の点数を取ることができます。※国語を除く） 
 
すでにすべて OK をとっている生徒は、別問題を用

意いたします。 
 

参加費 無料 
※ 普段講習を利用していない教科の学習はテキストを購入すること       

で学習ができます。（※理科・国語学年別、地理歴史 3 学年共通） 
 

参加方法  
特に事前お申込みはいりません。 
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小学生・中学生 
土曜日曜 自習時間 
1 月は土日に教室で自習が可能な時間を設けます。 
※対象生徒にご注意ください。 
※原則として質問の対応はありません。学校の宿題、テキスト先行

学習等にご利用ください。 
 

１月９日（土）10 日（日） 
対象生徒 小学生・中学 3 年生 
時間 9：30～17：30（12：00～13：30 休憩） 
※AI 英単語学習ご利用の小学生・中学 3 年生タブレット利用可能で

す。 
 

１月 16 日（土）17 日（日） 
対象生徒 小学生・中学 1 年生 2 年生 
時間 9：30～17：30（12：00～13：30 休憩）  

 
 

１月 23 日（土）24 日（日） 
対象生徒 小学生・中学 1 年生 2 年生 
時間 9：30～17：30 （12：00～13：30 休憩） 
※AI 英単語・英熟語学習ご利用の小学生・中学 1 年生 2 年生タブレ

ット利用可能です。 
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新企画の AI システムを使った 
小中学生英単語学習について 
 
１）予約システムによる時間フリー学習を開始します。 

12 月ご案内した新企画小中学生英単語学習について、昨日、予約システムの

専用ページを作成しました。 
 
週 1 回 30 分（月/1500 円＋年間教材費 731～861 円）でスタートした企画です

が、システムを利用することで、決められた曜日・時間以外も空きがあるとき

にフリーで利用できるようにしました。 
 
例）月曜の 17：30～18：00 ←決めた時間  この時間は、固定で学習。 
 
「今週は、木曜日の部活が休みなので木曜の 17：30 くらいから英単語学習をし

たい・・・」 
 
→ 予約システムを使って空きを確認  
→ 予約 
 
決めた時間以外も、このシステムで空きを確認

して予約することで、どんどん学習ができます。 
 
自作システムのため、あれこれあるかもしれま

せんが、先ずスタートいたします。どうぞご利用ください。 
  
https://monoxer.study054.com/ 
 
学習用の ID と pass でログインして利用できます。        

 
 
2）中学生英熟語学習を追加します。 
 

高校入試頻出単語ランク順中学英熟語 430 を学習教材として 
追加します。年間教材費 715 円 
 
英単語 1850 終了後はこの教材で学習を継続できます。 

 
※ 予約システムでの予約日利用で月/1500 円は変わらず英単語と併

用で学習できます。 
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LINE オフィシャルご登録について 
 
ふくろうの森では、LINE オフィシャルでのご連絡をしています。 
 
緊急で企画した講習では、LINE オフィシャルでご連絡することで、ご登録者

限定の企画情報として送らせていただくこともあります。 
 
まだご登録されていないときは、是非、LINE オフィシャルをご登録ください。 
 

 
 
ふくろうの森 LINE オフィシャル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINE オフィシャルでの臨時案内は、少し遅れますがブログでもご案内いたし

ます。 
 

ふくろうの森塾長のお気軽ブログ 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
どうぞご利用ください 


