
 千葉市が受講料の半額を補助  「習いごと応援キャンペーン第２弾」の対象塾に決定！  

昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影

響を受けた塾や各種習いごとを応援しようと

いうキャンペーン第２弾が、１１月から期間

限定で実施されます。基本は新たに講座に通

いたいという人が対象ですが、何といっても、

その費用の半額を千葉市が負担してくれるの

で「冬期講習」などは、塾生でもいつもの半

額で受けることができます。その他にも左記

のような講座がありますので、ぜひこの期間

に追加で受けてみたいというものがあれば

comiru 等でお問合せください。 

 

小４～中２対象「統一テスト」 

…１０月２４日（日） 午前または午後 

前回の「統一テスト」の結果と次回のテスト範

囲のプリントを同封しています。部活その他で、

当日どうしても都合の悪い人は 10/23（土）ま

たは翌週以降の希望日を申し出てください。 

 

「公立・私立中高スクールフェア」が対面式からオンライン形式に変更されました！ 

 ９月のオンライン学校説明会に続き、神田外語大を会場に対面式で行う予定だったスクールフェア（個別相談会）はオンラインになりました。詳細はあらためてお知らせします

が事前に相談したい学校を考えておいてください。◆１０月３１日（日）10;00～16:30 （事前申込み登録制） 

中 3 会場模試（V もぎ）のお知らせ  【日時】 １０月１７日（日） 午前８時集合、午後１時 40分終了（昼食不要）   【会場】千葉明徳高校  

９月の会場模試は見送りとしましたが、１０月は「V もぎ」を受けてもらいます。千葉県公立入試そっくりの模試ですので、より具体的なデータを得ることができて今後の進路

選択の指標となります。塾でまとめて申込み済みですので中 3 全員が必ず受けてください。（中 1 と中 2 の通知票の成績をメモしていってください） 

◆持ち物：コンパス・定規・筆記用具・受験票（マスクと制服着用のこと・上履き必要）  ◆塾の先生は特に引率しません。 

三者面談（中 3 進路面談）のお知らせ 

今回は中３の保護者の方（なるべく本人とご一緒で）を対象に主に進路に関する面談です。中学校での面談が11月上旬から始まりますので、その前に聞いておきたいことなどにお答えするとともに、

今後の受験勉強についてもアドバイスいたします。下記の期間の中からご希望の日時を同封の「日時予約票」か、お電話・メール・comiru などでお知らせください。 

10/18（月）午後 4時～7時・10/19（火）～10/22（金）午後 3時～5時または午後 9時以降・10/23（土）午前 10時～午後 1時・10/24（日）午前 11時～午後 5時・11/3（祝）午後 1時～午後 5時 

講座名 通常価格（税込） 割引後 利用期間 利用上の注意

小６のための「中学準備講座」 15,840円 7,920円 2021年11月2日〜2022年3月25日
週2回・数英理社4科目の中学への橋

渡し、教材費を含む月額授業料

小学生英語「読む・聞く・話す・書くの４技能養成講座」 17,600円 8,800円 2021年11月2日〜2021年12月22日 全８回、曜日選択可、個別進度学習

小４算数「文章題ができるようになる」集中講座 13,200円 6,600円 2021年11月2日〜2021年12月22日 全８回、曜日選択可、個別進度学習

小５算数「文章題ができるようになる」集中講座 17,600円 8,800円 2021年11月2日〜2021年12月22日 全８回、曜日選択可、個別進度学習

小６算数「文章題ができるようになる」集中講座 17,600円 8,800円 2021年11月2日〜2021年12月22日 全８回、曜日選択可、個別進度学習

英語が苦手になってしまった中１のための「苦手克服！英語特訓」 38,500円 19,250円 2021年11月2日〜2021年12月22日 全16回、曜日選択可、個別進度学習

数学が苦手になってしまった中１のための「苦手克服！数学特訓」 38,500円 19,250円 2021年11月2日〜2021年12月22日 全16回、曜日選択可、個別進度学習

英語が苦手になってしまった中２のための「苦手克服！英語特訓」 41,800円 20,900円 2021年11月2日〜2021年12月22日 全16回、曜日選択可、個別進度学習

数学が苦手になってしまった中２のための「苦手克服！数学特訓」 41,800円 20,900円 2021年11月2日〜2021年12月22日 全16回、曜日選択可、個別進度学習

「冬期講習」小4・5・6（算数・国語2科目） 9,350円 4,675円 2021年12月25日〜2022年1月5日 午前２科目、５日間、少人数集合授業

「冬期講習」小4・5・6（算数・国語・英語3科目） 11,220円 5,610円 2021年12月25日〜2022年1月5日 午前２科目、６日間、少人数集合授業

「冬期講習」中1・2（数学・国語・英語3科目） 15,180円 7,590円 2021年12月25日〜2022年1月5日 １日２科目、６日間、少人数集合授業

「冬期講習」中3（数・国・英・理・社5科目） 48,400円 24,200円 2021年12月25日〜2022年1月5日 １日5科目、8日間、少人数集合授業

中３のための「高校準備講座」 １３,200円 6,600円 2022年3月11日〜2022年03月24日
英・数２科目、高校への橋渡し、全10

コマ、少人数集合授業
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※欠席・遅刻の時は必ず電話連絡をしてください。

◎月間予定を忘れないように、目立つ場所に貼っておこう！

1 英検 10月9日 （土） 午後４時１０分集合 2・3・5級

（終了時間は級によって異なります） 午後７時１０分集合 準2・4級

2 数検 10月16日 （土） 午後３時集合（終了時間は級によって異なる） 全級

3 漢検 10月23日 （土） 午後５時５０分集合・７時終了 （各級同じ）

10月17日 （日）

午前9時30分～12時45分

午後2時05分～5時20分

※10/24に統一テストを受けられない小学生・中１・中２は10/23（土）に受けるようにしてください。

※小６の中高一貫・受検コース生は統一テストの代わりに「公立中高一貫模試」を受けます。

午前８時集合・午後1時
40分終了

今月・来月のスケジュール　進学塾ベルゲン（℡300-8119）

　

英検・漢検・数検および統一テスト実施時間のお知らせ

小学生・中１・中２
（午前・午後の都合の良い

時間を選択）
統一テスト 10月24日 （日）

中3・Vもぎ 会場：千葉明徳高校

中 ３ 進 路 面 談 期 間

中３ 中間テスト対策

 


