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 愛夢舎の生徒諸君、そして保護者のみなさま、

新年あけましておめでとうございます。今年も

新しい年を迎えられました。これもひとえに愛

夢舎に通っていただいている方々のおかげであ

ると思っております。あらためて、ここで感謝

の意を表したいと思います。 

 と書いておきながら、実は、この１月のニュ

ースレターの塾長のひとり言は前年の年末に書

いています。愛夢舎では受験生（中３・高３）

の正月特訓が年明け２日から始まるため、バタ

バタしてしまうからです。大変失礼いたしまし

た（苦笑） 

今回も本日１２月２７日に書いています。例

年であれば、年末年始の「あの独特な雰囲気」

（？）～私の中には明確にあります。忙しく働

いている世の大人たちが、この時期には仕事を

納め、身も心も「何か重いもの」から解放され、

家族とともに健康でいられたことや楽しかった

ことなどを思い出し、新しい年の糧にする・・・

そんな人々の様子です。 

しかし、今年はどうしてもその私が好きな同

じ雰囲気を感じるのが難しいようです。私自身

は同じように過ごそうと思っても、それはこの

「コロナ禍」が許してくれません。否定的に言

えば、それはある種の同調圧力を感じるからな

のか、もしくは国が、県が、市が自粛を要請し

ているからなのか（もちろん感染者を増やさな

いためにもお祭り騒ぎのような派手な行動は慎

むべきです）、とにかく気持ちにもマイナスのブ

レーキがかかります。 

哲学者の佐伯啓思氏が言っていたことの受け

売りになりますが、今一度「不要不急」という

言葉を考え直してみるべきかと思います。どこ

からが「不要不急」なのか。一律にこの言葉を

定義することはできません。人によって何が不

要で何が必要なのか、何が急ぎで何が急ぎでな

いのかは異なると思います。もちろん、私は屁

理屈を言って自分を正当化しようとしている訳

でありません。しかし、必要以上に縮こまって

「大切な文化」までも遠慮してしまったら、人々

や国の発展もなくなってしまうのでは？と疑問

に思っているだけです。「教育」もそうですよね。

さすがに「教育」を「不要」だという人はいな

いかもしれませんが、「リモート」で十分だ、「自

学自習」で十分だ、という論はもうすでに巷に

多く出て来ています。私も「学校」や、もちろ

ん「塾」も今までのカタチから進化した（それ

こそ「新しい基準」）ものになるべきだと思いま

すが、それが「冷たい」「人間らしくない」こと

になってしまってはいけないのではないか、と

思っているのです。「AI に負けない人間をつく

る」その教育の軸はブレないよう、私も覚悟し

なければなりません。偉そうですが、アフター

コロナへと向かうための区切りとして丁度いい

機会ですので退屈なことを書きました（苦笑） 

それでは今年もどうか学習塾愛夢舎をご愛顧

ください。ご期待に沿えるようスタッフ一同が

んばります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月生まれのみんな 

お誕生日おめでとう！ 
 

中３ もうすぐ開講の冬ゼミ！ 

「点数を取るための作文術」1/14 締切 

「超基礎科学塾」 1/14 締切 

※追加の申込書が無い方はお申し付けください。 

中３受験校 最終確認 
12 月に一度「受験校調査」をご提出

いただきましたが、状況によって変更

等が入るご家庭もあると思います。 

お手数ですが、別紙『受験校 最終

確認』を必ずご提出下さいますようお

願いいたします。 

中 3入試予想問題演習 

さあ、高校入試までラストスパートです。私立入試までは３週

間、県立入試まで２ヶ月を切りました。 

そこで県立第一志望者にとってはうれしい『県立入試予想問題

演習』全５回（1/17,1/24,1/31,2/7,2/14 の日曜日 13:30～18:30）

を実施します。本番の県立入試とそっくりな模擬テストで得点力

をつけます。真剣に受検し、採点後返却されたらしっかり復習を

やってください。 

私立高校進学予定の諸君、卒業おめでとう！ 

私立高校進学の諸君は今月いっぱいで愛夢舎卒業ですね。嬉

しいような寂しいような・・・。３月に「高１準備講座」（3

月中授業+春期講習 18,700 円）も開講予定です。英数国の高

１の学習内容を先取りしちゃいますよ。参加希望の方は別紙

にてお申込下さい。 

こんにちは。生徒や先生の事務的なお手伝いをしています鈴木で

す。出勤が月･土なのであまり会わない方もたくさんいると思い 

ます。これを機に覚えていただければ幸いです。 

 私は昨年まで愛夢舎に通っていた生徒でした。私はとても 

勉強が苦手で、好きではありませんでした。しかし勉強でも 

なんでも、分からないところを分かるように先生達が教えて 

くれて成績が上がり、塾に通い始めてから勉強を頑張れるように 

なりました。 

また、話やすい空間も私は好きです。今このご時世でたくさんの

人が自習に来れないかもしれませんが、授業だけで勉強が終わるの

ではなく、是非自習室を有効に活用して下さい！ 

第２回小３～小６・中１～中２ 実力模擬試験 

さあ、今年度最後の実力模擬試験です（本科生は必修）。 

１月１７日（日）に実施します。今の時期は数字（得点や偏差値や順位）にとらわれることなく、「どの

分野が理解できていて、どの分野が理解できていないのか」を知るための材料として下さい。なお、先日配

布した実力強化問題集「Pal Jr.」または「A Pal」・「B Pal」で事前に練習し、試験当日に提出してください。 

高１・高２実力模試 ２月６日（土） 

さあ、先輩たちは大学一般入試本番直前です。高１・高２諸君はその先輩たちの

勉強している姿をよく観察すること（あまりジロジロ見ると失礼だけど・・・）。そ

うしていると、来年・再来年の自分をリアルにイメージできるはず。そして、そし

て、そんな自分がリアルにイメージできれば、今度の模試に気合が入るはず。 

現役で難関大学に合格したいなら、今から本気本気本気モードにならなければダ

メですよ。諸君の本気モードマックスを期待！ 



 

 

～1月のご納入金額について～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 上記の金額を１月 28 日(木)に指定の口座より引落しさせて頂きます。 

＊ 特別講座受講生、兄弟割引該当生等は上記金額と異なることがございます。 

別紙にて明細をご報告させて頂きます。 

小３ ２月分諸費用 2,000 円

小４ ２月分諸費用 2,000 円

小５ ２月分授業料 14,300 円 11,000 円 7,700 円

小６ ２月分授業料 14,300 円 11,000 円 7,700 円

中１ ２月分授業料 23,100 円 18,700 円 12,100 円

中２ ２月分授業料 23,100 円 18,700 円 12,100 円

※私立高校志望者で

　１月中に受験が

中３ ２月分授業料 34,100 円 28,600 円 14,300 円 　終わる方の納入は

　ございません。

高１･高２ ２月分授業料 25,300 円 14,300 円

高３ ２月分授業料 45,100 円 36,300 円 25,300 円 14,300 円

１コマコース

３科コース ２科コース

１コマコース２コマコース

３科コース ２科コース

５科コース ３科コース 単科コース

単科コース

単科コース

４コマコース ３コマコース ２コマコース
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2021 年 2 月 
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I’m Sure.  学習塾 愛夢舎 武蔵藤沢教室            

Tel 04-2960-5336 Fax 04-2995-8022 ✉aimusha@jk9.so-net.ne.jp 

日 月 火 水 木 金 土 

27 28 29 30 31 1元旦 2 

冬期講習① 

 

冬期講習① 

 

冬期講習① 休館日 休館日 休館日 中３･高３ 

正月特訓(１日目) 

3 4 5 6 7 8 9 

中３･高３正月特訓(２日目) 休館日 冬期講習② 冬期講習② 

復習日 

(中学部) 

冬期講習②復習日 

(小学･高等部) 

最終受験校調査締切 

休館日 

 

冬期講習 

確認テスト 

10 11成人の日 12 13 14 15 16 

中３･高３出陣式 

(自習はできません) 

休館日 ３学期 

スタート 

   大学入学 

共通テスト 

17 18 19 20 21 22 23 

中３入試予想問題演習① 
小３～小６･中１･中２実力模試② 

中３冬ゼミ開講 

大学入学共通テスト 

    私立高校 

推薦入試 

スタート 

第３回 

英検１次試験 
(準会場:愛夢舎) 

24 25 26 27 28 29 30 

中３入試予想問題演習② 

中１保護者会 

      

 

31 1 2 3 4 5 6 

中３入試予想問題演習③ 

小５･小６保護者会 

     高１･高２ 

実力模試② 

日 月 火 水 木 金 土 

31 1 2 3 4 5 6 

中３入試予想問題演習③ 

小５･小６保護者会 

     高１･高２ 

実力模試② 

7 8 9 10 11建国記念の日 12 13 

中３入試予想問題演習④ 

集中学習日①(中1･中2) 

期末テスト対策特講開講 

   休館日   

14 15 16 17 18 19 20 

中３入試予想問題演習⑤ 

集中学習日②(中1･中2) 

県立高校願書提出 

中１･中２北辰テスト 

申込み締切(希望者) 

県立高校 

願書提出 

 県立高校 

志願先変更 

県立高校 

志願先変更 
富岡中期末ﾃｽﾄ 

    (19･22) 

 

21 22 23天皇誕生日 24 25 26 27 

集中学習日③(中1･中2) 2020年度平常授業終了 
上藤･藤沢･豊岡･東金子 

武蔵３学期期末テスト 

平常授業 

なし 
平常授業なし 
向原中期末ﾃｽﾄ 

   (24･25) 

平常授業なし 平常授業なし 

県立高校入試 

(学力検査) 

2021年度 

平常授業 

スタート 

28 1 2 3 4 5 6 

休館日､第３回英検２次試験 県立高校入試(面接･実技)      


