
緑の美しい春がやってきました。 ご入学、 ご進級おめでとうございます。

希望に満ちて入学式を終えた中１は、 やる気満々の様子です。 それを見守る中３も以前より

落ち着いた姿で、 なんとも微笑ましい限りです。 ステップワンの卒業生は、 下級生に希望を与

えて卒業していきます。 今年も 「勉強を本気で頑張ること。 結果はその努

力のあとにやってくること。」 を実証してくれました。 ２月、 ３月のあの緊迫

した雰囲気の中での勉強を目にした新中３、 もうすでに先を見据えた目をし

ている生徒さんもいます。

毎年、 春は新しい生徒さんとの出会いの季節でもあります。 「勉強したい。 わかるようになりた

い。」 その気持ちとステップワンが出会えたこと、 とてもうれしく思います。 私たちも新しい年度の

始まりを、 新しい気持ちで頑張ってまいります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

塾生と保護者のみなさまへ

2016

May

ステップワンでは中学生を対象に、 広島県の入試問題

に即した 「広島県全県模試」 を行っております。

広島の受験生の中での自分の位置がわかる偏差値に

加え、 中３では志望校判定・志望校ごとの順位も出ます。

日程

中　３

科目

対象

 （英語リスニングなし）

＊当日都合の悪い人は自宅受験も可能です。事前にご相談ください。

＊志望高校のことなど、 わからないことは遠慮なくご相談ください。

●第２回模試返却は６月下旬です。 判定や偏差値など、 今後の学習に

活用ください。 

広島県

５月下旬

英・数・国・理・社

中学３年生

年間５回実施 年間２回実施 （第３回・第５回）

第２回

全県模試

ご案内

（うち英語リスニングは

　第３ ・ ４ ・ ５回に実施） 中１・２

左記期間は終日休講となります。

自習及び教室見学もお休みです。 ５

月９日（月）から通常授業を行います。

通塾日 ・ 時間をお間違えないよう、

ご家庭でもご確認ください。 よろしくお

願い申し上げます。
4 29 ～（金祝） ５ ８ （日）

お休み期間

お知らせ



新年度に際してのご確認事項

５ １４ （土）

宿題チェックをしています。 間

違い直しまでしたものを提出し

てください。 宿題はテキスト４

ページ以上です。 （ノートにテキスト４ページ

分やってきてもＯＫ）　

●ステップワンタイムスは、塾の予定・行事・

受験情報など大切な内容が載っていま

す。 保護者の方も必ずステップワンタイム

スに目を通していただきますようお願いい

たします。

●緊急連絡のため、 メールアドレスの記入

をお願いいたします。 再度住所録をお渡

ししますので、 氏名、 携帯電話の番号、

メールアドレスの記入をお願いいたします。

住所、 電話番号など変更された方は、

新しい連絡先を記入してください。

●授業料納入については原則として月初め

（毎月７日） にお支払いください。

　（例 ： ７月の授業料→７月７日まで）

ノートをわかりやすく使いましょう。

① ノートの左端に線を引き、

日にち、 テキストのページ数を

書きます。

②答え合わせは、 赤で○×をしましょう。

答えを写してもやり直したことにはなりません。

間違いも消しゴムで消さず、 もう１度やり直

します。 わからない時は解説も利用してくだ

さい。やり直して正解すれば、青で○をします。

授業道具は忘れずに持ってき

ま し ょ う。 【テ キ ス ト ・ 答 え ・

教科ごとのノート２冊ずつ ・ 赤

青ペン ・ マーカー ・ 数学のコンパス ・ 定規 ・

分度器など】

テスト前の土曜日、 無料でテ

スト前勉強会を行っています。

類似問題や過去問をたくさん

解いていきましょう。

家庭学習で使えるテキストを購

入することができます。 前の

学年にさかのぼったものも可。

塾用テキストを多数取り扱っております。

個別授業を行っています

保護者面談のご案内

理科や数学のある分野、

国語の古文 ・ 文法など苦

手な単元はありません

か？　放っておくとわから

ないまま新しい単元を勉強することになりま

す。 土曜日など、 個別授業の時間を設けて

いますので、 お気軽にお問い合わせください。

中３生へ：高校訪問をしよう

体育祭 ・ 文化祭が始まります。 中学生が

学校訪問できる機会ですので、 受験を考え

ている高校の行事に参加してみましょう。 ま

た、 私立高校の塾向けの説明会が５月から

始まります。 説明を聞いてみたい高校があり

ましたら担当まで声をかけてください。

夏期講習会のご案内

中学生全員を対象に、 ７月１９日 （火） ～

８月２６日 （金） の間、 「夏期講習会」 を

行う予定です。 講習会では総復習を行い、

最終日８月２６日には模擬試験を実施します。

【８月１１日（木）～１６日（火）の間はお休み】

※日程など詳細は後日プリントを配布いたし

ます。 （日程は変更する場合があります。）

ステップワンでは随時保護者面談を行ってお

ります。 日時は予約制となっておりますので

事前にご連絡ください。

タイムカードを導入しています。

生徒さんが教室に入って来られ

た時間、 帰られた時間を１カ月

単位で記録し、お便りと一緒にお渡ししています。

私立高校の最新の受験情報

を提供いたします。 ５月から私

立高校の学校説明会が始まり

ます。 私立高校は公立高校の動向を見極

めて、 毎年受験の基準点などを設定してい

きます。 中３の生徒さんの志望校がおおま

かに決まりましたら、 担当にお伝えください。

夏期講習会は中学生全員を

対象に、 冬期講習会は中３を

対象に行っております。 中１ ・

中２の冬期期間は通常授業の中で冬期講

習テキストを使い総復習していきます。

全県模試を、 中３は年間５回、

中１ ・ 中２は年間２回実施して

います。 学校のテストではなく

広島県の中学生を対象にした模試ですの

で、 その時点での実力がはかれます。

随時面談を行っております。

高校受験、 生徒さんの様子な

ど気になることがございましたら

ご連絡ください。 また、 授業選択 ・ コース選

択についてもお気軽にお問い合わせください。

ステップワンが初めての生徒さんと、 その保護者の方へ。

決まり事やお知らせをまとめましたのでご一読ください。

四季折々の花を育てる工大高校。 多くのバラが咲き誇る 「バラ祭り」 は圧巻です。

バラの花を楽しみに立ち寄ってはいかがでしょうか？

１３ ： ３０～

１６ ： ００

広島工業大学高等学校　広島市西区井口５－３４－１　TEL０８２－２７７－９２０５
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