
まだまだ日中は厳しい暑さが続いております。 皆様お元気でお過ごしでしょうか。

日本中を興奮の渦に巻き込んだリオオリンピック。 メダルラッシュの陰にはどれほどの努力が

あったことでしょう。 広島出身の山縣選手、 日本リレー史上最高の銀メダル獲得おめでとうござ

います！　本番で最高の力を出せるとは、 すばらしい精神力です。 一流選手のプレーする姿は

私たちにいろいろな思いを届けてくれました。

さて、 中学最後の夏休みを過ごした中学３年生。 試合を勝ち進

んでいくクラブと勉強の両立に努力した人、 夏期講習を自分のもの

にすべくしっかり復習した人など、 それぞれ目標が達成できたでしょう

か。 また、 ２度目の夏を過ごした２年生。 長時間の講習でも落ち着

ついて勉強する姿に成長を感じました。 今後クラブの中心となる学年

です。 体力気力十分で様々なことに取り組んでください。 そして、 夏期講習も夏休みのクラブも

初めて経験した１年生。 講習をきっかけに 「できるぞ！」 と自分を信じ、 今後の中学生活に臨

んでほしいと思います。 まずは全員、 ９月の定期テストで成果が出せるよう頑張っていきましょう。

保護者の皆様には夏期講習に伴う授業時間の変更など、 ご協力いただきあり

がとうございました。 講習を無事に行えましたこと深く感謝申し上げます。 まだし

ばらく暑さは続きますので、 生徒の皆さんは引き続き水筒や汗拭きタオルなどご

持参ください。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

日程
科目 対象

 （中３のみ英語リスニングあり）第４回

＊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４回模試返却は11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 １０月下旬 英・数・国・理・社 中学３年生

塾生と保護者のみなさまへ

2016

Sep.

（中１ ・ ２希望者は受験可）

ステップワンでは自立コースに加え、 じっくりコース、 個別コース、

掛け合わせたコースなど、 生徒さんそれぞれに合わせた授業を行って

おります。 どのコースも、 定期テスト前は受講科目の 『テスト対策』

を行います。 年度途中でも科目 ・ 時間 ・ コースを見直すことができますので、 お気軽にご相談

ください。 じっくりコースはキャンセル待ちになることもありますので、 早目にお問い合わせください。

受講科目の

ご案内

中学生



コース ・ 定員 ：

　特進コース （２０人） ・ 普通コース （１００人） ・ 英語コース （２０人）

偏差値 ： ５９

所在地 ： 広島市南区西霞町５－１６

比治山女子高等学校

今年創立77周年を迎えた。 伝統的なセーラー服は根強い人気がある。 2012年に

設立された国公立 ・ 難関私立大学を目指す特進コースは学習合宿 ・ 特講 ・ 個別指導

を取り入れ、 第一志望合格を目指す。 ８週間のオーストラリア留学や、 週11時間の

英語の授業など英語漬けの毎日で英語力を身につける英語コースは、 公立大 ・ 有名

私立大進学を目指す。 勉強とクラブを両立しながら公立大 ・ 私立大を目指す普通コー

スは推薦入試 ・ＡＯ入試にも対応している。 バトン部 ・ 吹奏楽 ・ なぎなた部 ・ ギター ・

マンドリン部 ・ 陸上部などは全国大会に出場し、 女子校ならではの体育祭や文化祭は

毎年盛況である。 中学 ・ 高校の他に幼稚園 ・ 短大 ・ 大学 ・ 大学院を設置。

オープン
スクール9 ３ （土）

広陵高校

9 ３ （土）

オープン
キャンパス9 １０ （土）

山陽高校

クラブ
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工業大学高校
オープン
スクール9 １７ （土）

鈴峯女子高校 オープン
スクール9 ２４・２５

（土） （日）

瀬戸内高校

文化祭

9 １８ （日）

比治山女子
体育祭

9 ２４ （土）

進徳女子高校

第２回定期テストに向けて、 テスト対策勉強会を行います。

ステップワンオリジナル「テスト対策プリント」や「テスト形式プリント」

を数多くこなして本番に臨みましょう。 参加者は真剣に勉強する

人に限ります。 長時間の休憩 ・ 私語は禁止です。

中３を対象に１０月から１２月中旬までの約３ヶ月

間、 毎年恒例の 『土曜日特別講座』 を行います。

主に英語リスニング ・ 先取り数学など高校入試に備

えた演習をいたします。 　　　　　　　　　　

入試説明会や体育祭 ・

文化祭が行われます。

受験を考えている学校の行事に参加してみましょう。

文化祭・体育祭

修大附属

高校

オープンスクール・

クラブ体験

ステップワンでは家庭学習にも便利な教

材を多数取り扱っております。 中１ ・ 中２の

理科 ・ 社会のテキストなど、 お

気軽にお問い合わせください。

授業に関する質問はもちろん、 家庭学習

のアドバイス、 クラブ、 進路など、 保護者

面談ではなく生徒さん自身の相談も受け付

けています。 お気軽にお声掛けください。

家庭学習に！ 中学生
各種テキスト販売中

保護者面談のご予約を
受け付けております

生徒さんからの質問・
相談もお気軽にどうぞ！

欠席・遅刻のご連絡は
「時間前に保護者の方から」

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。

中３は学校の成績 （内申） に

加え、 模擬テストの結果や授

業の様子など総合的にお話しします。

病気などで授業を欠席や遅刻をする場

合、 授業開始時間までになるべく保護者の

方からご連絡いただけますようお願い申し上

げます。 （中学生授業時間／

１コマ目 １９ ： ００～２０ ： ３０

２コマ目 ２０ ： ４０～２２ ： １０）

日時 ： 土曜日　１３ ： ００～

（月３回程度　３～４時間）

※詳細については後日プリントを配布します。

の ご 案 内

土曜日特別講座中３

テスト対策 勉強会
やる気の

ある人集合！

吉島中学校 対象 １３ ： ００～１７ ： ００

9 １０ （土）国泰寺中学校 対象 １３ ： ００～１７ ： ００

参加費：無料


