
   
2/1 金   小学部新年度開講 

2/2 土  必勝！中 3 県公立入試直前対策① /高校準備講座（前期）開講 

2/3 日  休校日   

2/4 月   

2/5 火   

2/6 水   

2/7 木  ★PLAS ブログ更新日 

2/8 金  中学準備講座開講（水木金土）  

2/9 土  必勝！中 3 県公立入試直前対策② /高校準備講座（前期） 

2/10 日  休校日 

2/11 月  建国記念日 👈祝日ですが通常通り授業を行います 

2/12 火   

2/13 水   

2/14 木  ★PLAS ブログ更新日 

2/15 金   

2/16 土  必勝！中 3 県公立入試直前対策③ /高校準備講座（前期） 

2/17 日  休校日 

2/18 月  埼玉県公立高校願書提出期間 

2/19 火   

2/20 水  学年末テスト対策申込〆切日 

2/21 木  埼玉県公立高校志願先変更期間 /★PLAS ブログ更新日 

2/22 金  新中 2 理科特別無料体験申込〆切日 

2/23 土  必勝！中 3 県公立入試直前対策④ /高校準備講講座（前期） /3 学期無料学年末テスト対策（中 3 は対象外） 
2/24 日  3 学期無料学年末テスト対策（中 3 は対象外） 

2/25 月   

2/26 火   

2/27 水  預金口座振替日 

2/28 木  県公立高校入学試験日（学力検査） /PLAS 面接練習日 /★PLAS ブログ更新日  

3/1 金  休校日 / 👈新中 1 準備講座英語（初級）のみ授業を行います /県公立高校入学試験日（面接） 

3/2 土  数学検定（PLAS 準会場実施） /理社特別無料体験（新中 2 生） /中学部.・高等部新年度開講 

3/3 日  休校日 

3/4 月  高校準備講座（後期） 

3/5 火  県公立高校入学試験日（追検査） 

3/6 水  高校準備講座（後期） 

3/7 木  ★PLAS ブログ更新 /塾生春期講習会申込〆切日 

3/8 金  県公立高校入学試験合格発表 

3/9 土  理社特別無料体験（新中 2 生） 

3/10 日  休校日 

3/11 月  高校準備講座（後期） 

3/12 火   

3/13 水  高校準備講座（後期） 
3/14 木  ★PLAS ブログ更新日 
3/15 金  川越市立中学校卒業式 

3/16 土  理社特別無料体験（新中 2 生） 

3/17 日  休校日 

3/18 月  高校準備講座（後期） 

3/19 火   

3/20 水  高校準備講座（後期） 

3/21 木  春分の日 👈祝日ですが通常通り授業を行います /★PLAS ブログ更新日 

3/22 金  PLAS 3 学期通常授業終了日 /川越市立小学校卒業式 

3/23 土  休校日 

3/24 日  休校日 

3/25 月  休校日 

3/26 火  休校日 

3/27 水  PLAS 春期講習会開始（4/5CT） /預金口座振替日 

3/28 木  ★PLAS ブログ更新日 

3/29 金   
3/30 土   

3/31 日  休校日 

4/1 月        
 

★毎週木曜日はＰＬＡＳブログの日 
ＰＣ・携帯 どちらからでも見られます            
1 コメントにつき５point 差し上げます 

お気軽にコメントをお寄せください♪ 

無料学年末テスト対策 
中学 1.2年生，私立中学生，高校生

①2/23(土)13:30～21:20 

②2/24(日)10:45～18:30 
3学期は一発勝負！ 

1学期 2学期の成績が良かった生徒は油断

しない！成績が振るわなかった生徒は挽回

する！ 

月曜～土曜の自習室も積極的に利用し

ましょう！学年末評定は、このテストで

左右されます！ 
テスト対策は、塾を検討中の外部生も参加

可能です。是非ご紹介ください！ 

友達紹介キャンペーンはまもなく終了。紹介ポイン

トが通常の 1.5倍 1500ポイントの Bigチャンス！ 

この機会にぜひご紹介ください。2/28（木）まで。 

2月よりPLAS小学生は一足先に一つ上

の学年になります。時間割の変更がござ

いますので、「2月時間割」をご確認くだ

さい。 
 

★新中 1生対象の「中学準備講座」は 2/8

（金）開講です。（詳細別紙） 

★新高 1生対象の「高校準備講座」は 

2/2（土）開講です。（詳細別紙） 

対象 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

指導 

中学生２学期 

期末テスト&通知表 

学年順位 1学期 2学期 
連続 10位以内 2名 

 
学年順位 24位 UP！ 
学年順位 19位 UP！ 

・・・・・・・通 知 表・・・・・・ 
 

オール５（45） 1名！ 
（43） 1名！ 
（41） 2名！ 
（40） 1名！ 
もうすぐ学年末テストです。気合をいれて
いこう！ 
  

 

  

 

★１学期期末より大幅点数 UP 

10 点以上 UP 多数 

90 点以上多数 
国語 ９1 点（中 1） 

英語 ９７点（中 1）、９７点（中１） 

９１点（中３）、９１点（中３） 

数学 ９２点（中 1）、９4 点（中３） 

社会 ９６点（中 3） 

 

2 学期期末テストも全力投球！

計画的にワークをこなしていこ

う。無料期末テスト対策は 

11/17（土）＆11

/25（日）です。 

 

HPがリニューアル 

 進学塾 PLASのホームページが常時ＳＳＬ化を含め大幅リニューアルしました。動画

も登場！ 動画の初回は特別講師マイケルくんによる「地球とその周辺の宇宙のおもし

ろ宇宙講座」です。 

HP上の、「塾生・保護者の皆様へ」をクリックいただくと PLAS会員様だけがご覧に

なれるページに移動します。ユーザーIDは     、パスワードは     です。

お知らせの他、塾内のイベント写真などもご覧いただけます。 

ご意見・ご感想・ご要望等をお聞かせください！ 

お電話や FAX、メール、ブログ返信にてお待ちしております。         

進学塾 PLAS TEL238-3100 FAX238-3111 

 

小学生 クリスマスパーティーが 12/22（土）に 盛大に行われました。 

おいしいケーキを食べながら、ジェスチャークイズ、なぞなぞ、ビンゴなどを楽し

みました。特にハム子とのふれあいタイムでは、全員がハム子をナデナデして

「かわいーーー！」と、声をあげ、なかなかハム子から離れられない生徒さんが

続出！最後は、クイズ・ゲームの上位者に賞品授与と、もちろん全員にクリスマ

スプレゼントを配って、笑顔でお別れしました。 

お子さんからのクリスマスカードは届きましたでしょうか？普段はなかなか言え

ない感謝の気持ちが保護者様に届いたのでしたらうれしいかぎりです。 塾長 

 

↑一人ひとり、ハム子を持ってパチリ 

 

PLAS のジュニアイングリッシュ

（木）では、レッスン中はもちろん、

教室に来た時の挨拶からすべて英

語。自分の考えを英語で発表できる

ような指導をします。（月）は英語

を日本語でわかりやすく説明する

内容で、初級者にも安心です。 

 一年生になったら♬ 
一年生になったら…♪ 

さて、4 月から小学 1 年生になる保
護者様に、お知らせです。 
3 月 4 月の 2 か月間限定で、「ひら
がなチャレンジ教室」を特別開講い
たします。 
もし、「ひらがな」に不安があるよう
でしたら、是非、ご入学前に進学塾
PLAS で、少しでも不安を解消して
みませんか！特別講座のため、入塾
金も不要！ 
お友達と 2 人以上でご参加の方は、
PLAS 送迎車が保育園（幼稚園）ま
でお迎えにうかがうことも可能で
す。まずはお問い合わせください。 

  新中学 2年生のみなさまへ   お待たせしました！ 

理科・社会の授業が 4月新年度より開講します！まずは 1カ月間、無料で体験

しませんか。県公立を目指すなら 9教科すべてに手を抜くことはできません。

みなさんは志望校の内申基準をご存知でしょうか？今の内申点の合計は〇〇だ

けど、2年生 3年生でどのくらい頑張れば目標校に届くのか？目安・目標を知

りたい！そんな悩みや、理社の勉強の仕方から丁寧に指導いたします。 

 

 

なんと、無料体験に参加するだけで・・・ 
 

 

春期講習会の理科

社会が 50%OFF！ 

2020年はすぐそこ… 
2020年から、ついに英語教育改革
が本格的に実施されます。小学 3・
4 年生で年間 35 時間の英語活動が
義務化しますが、これに先立ち移行
措置として 2018年からは年間 15
時間の英語活動が導入されアルファ
ベットや外国語のリズムになれるた
めの時間になります。小 5・小 6は
年間 70時間、小学校の間に 600～
700語程度の語彙を扱います。中学
校の 3年間で学習していたものが、
小 5・小 6に降りてきて、高校の 3
年間で学習していた内容を中学校で
学習する、と言う形に変化します。
新しい英語教育によって小学校卒業
時に最低限の単語を身につけたうえ
で、中学校ではより対話的な授業が
オールENGLISHで行われるように
なるのです。オール ENGLISHとい
うとついていけるのか不安になりま
すね。 
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