中 3 生限定

インフルエンザ予防接種について

今年は 8 月の下旬から落ち着かない天候が続き寒暖の差も激しく、9 月以降、既に体調を崩してしまって
いる生徒さんが多く見受けられます。特に受験生である中 3 生は疲れや不安が重なり、これからの季節、よ
り体調を崩し易くなります。
EXE では毎年受験生である中 3 生を対象に、インフルエンザ予防接種を実施しております。インフルエ
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ンザに罹ってしまいますと、通常 1 週間は学校も欠席せざるを得ません。また試験日周辺でインフルエンザ
に罹ってしまい、思うように力を発揮できないこともあります。受験生の皆さんに万全の体制で試験に臨ん
でもらいたいという思いの下、石橋内科医院院長先生のご厚意・ご協力を頂き実施させて頂いております。
ご希望の場合、後日配布する申込み用紙に必要事項を記入の上お申込み下さい。

【日時・場所】 11 月 10 日（木）
◎赤塚校 17：15 ～ 18：00
◎那珂校 18：30 ～ 19：15

◆予防接種費用：¥2,000
※ 4 価ワクチンの接種費用です。

（差額は当塾で負担させていただきます）

担当医：石橋内科医院院長先生

保護者面談

中 3 生対象

11 月に実施される各中学校における三者面談に先駆け、10 月末より、中 3 生の保護者様を対象に面談
を実施させていただいております。
私立の受験校と県立の志望校を中心に現在の学習状況を確認させていただいておりますが、まだまだ受
験生としての学習にしては絶対量が足りないというのが率直な感想です。中には、まだ宿題を済ませただ
けで勉強した気分になって、1 学期と学習量が変わっていない生徒さんもいるのには驚かされます。
また、まだ得意な教科だけを勉強し、苦手教科の勉強を敬遠しがちである生徒さんが多いのも事実で
す。理科・社会が苦手な場合、知識量が多いのも理科・社会ですので、入試が近づけば近づくほどどうに
もならなくなってきます。県立高校入試は 5 教科トータルです。手を打つなら、まだ時間の余裕がある今
のうちではないでしょうか。
※面談の日程設定は、お申し込みの早い順に時間調整をしておりますので、ご希望の日時に添えない場合があります。
日程調整がうまくいかない場合は各校舎にお問い合わせください。
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＊編集後記＊
ボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞した。青
天の霹靂といってもいい選考であったが、ご本人か
らは何の音沙汰もないらしい。考えてみれば当然の
こと。自ら望んで受賞に至ったわけでもない。自分
の与り知らぬところで勝手に選ばれたのだ。何の感
慨もないのかと思う。しかし、受賞を諾っても辞退
してもノーベル賞受賞に明確な意思表示をしたこと
になる。So don't think it twice, it's alright.（だか
ら、考え直すこともない、これでいいのさ）なのだ
ろう。
編集 臥居猫

http://www.exe-ac.jp

11 月 月例テスト

中学 1 年生
中学 2 年生
中学 3 年生

2016 第 2 回「茨城全県模試」
2016 年

11 月 13 日(日)

◆主催／茨城統一テスト協議会・株式会社新教研

● 県内二大組織が共催することで、受験者の母集団がさらに増え、高校受験の目安となる志望
校判定のためのさらに正確なデータを提供できるようになりました。
※ 内部塾生の場合「茨城全県模試」を 11 月の月例テストとして受験していただくことになります。受験料は既に月
例テスト代としていただいておりますので、追加の費用はかかりません。申し込み等の手続きも必要ありません。
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右記の日程、

授業時間内に実施します。
※ ご都合が合わない場合は、
早めにご連絡下さい。

諦めるには早すぎる

口にします。しかし、何事にも初めはありき、です。それが勉強です。

☆もちろん、塾に通っていない生徒さんも受験することができます。
受験料

Too Early To Give up

※ 11 月 13 日(日)を過ぎての
受験日の振替はできません。
ご都合が合わない場合は、
早めにご連絡下さい。
振替日を設定いたします。

小5生

小6生

赤塚校 11/11(金)

11/10(木)

那珂校 11/10(木)

11/11(金)

（中 1・2 生共に、授業後 30 分延長あり）

中 1 生/19:00

～ 21:20
中 2 生/19:35 ～ 21:55

◇ 土曜日（従来通りで変更なし）
中 1・2 生/19:00 ～ 21:45
ウインタータイム移行に伴い、11 月より
中 1・2 生の授業時間帯が変更となります。
送り迎え等でお手数をおかけしますが、ご
協力お願い致します。
※授業時間は長くなりますが、授業料に
変更はありません。
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保護者面談より
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EXE 講師一同、御礼まで
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