スタディールーム ·········請求書・海星新聞・スタディー報告書。
中１(個別) ···············請求書・海星新聞・個別指導報告書。
中１(クラス) ·············請求書・海星新聞。
中２(個別) ···············請求書・海星新聞・個別指導報告書。
中２(クラス) ·············請求書・海星新聞。
中３(個別) ··········· … 請求書・海星新聞・個別指導報告。
中３(クラス) ········· ……請求書・海星新聞。
高１～高３ ···············請求書・海星新聞・個別指導報告書。
パソコン教室 ·············請求書・海星新聞。

安心メールポイントカード

平成２
平成２９年 9 月号

平成２９
平成２９年
２９年８月２１日
２１日(月)発行

海星学院（
海星学院（京都府八幡市八幡柿ケ
京都府八幡市八幡柿ケ谷 1313-1）・ホットライン：
ホットライン：０１２００１２０-５８６１０９
本校(
本校(982982-2381)・
2381)・泉校(
泉校(971971-0804)・
0804)・吉井校(
吉井校(971971-1667)・
1667)・久御山校(
久御山校(4343-6321)

８月から１１
から１１月
１１月までの予定
までの予定
８/２３(水)
８/２６(土)
８/２７(日)
９/２(土)
９/３(日)
８/２８(月)
８/２９(火)
９/２(土)
９/９(土)
９/１８(月・祝)
９月分の授業日
１０/７(土)
１０/
１０/８(日)
１０/９(月・祝)
１０/
１０/１４(土)
１０/
１０/２２(
２２(日)
１０/
１０/２９(
２９(日)
１０月分の授業日
１１/３(金・祝)
１１/２３(木・祝)
１１月分の授業日
※

年に一度の小学生塾内モギ。小学生全員受験。午前中に実施。
八幡市内全中学テ対策。本校泉校で実施。９：00～17：00。
八幡市内全中学テ対策。本校泉校で実施。９：00～17：00。
男山東中学テ対策。本校で実施。９：00～17：00。
男山東中学テ対策。本校で実施。９：00～17：00。
通常授業再スタート。
枚方中３実力テスト。
久御山校中学生塾内模試。中１～中３全員受験。
本校吉井校泉校中学生塾内模試。中１～中３全員受験。
祝日（敬老の日）ですが通常通り行います。
９/４(月)～９/２９(金)の４週間を９月分としてご請求。
中３塾モギ。夕方から実施。
入試個別相談会。
入試個別相談会。八幡市文化センタ
八幡市文化センター
センター4F 小ホール。
ホール。１３時
１３時～１６時
１６時。
祝日（体育の日）ですが、通常通りあります。
中 3 土曜特訓スタート
土曜特訓スタート。
スタート。
ひらパー秋
ひらパー秋の大遠足。
大遠足。
入試のすべてがわかる
入試のすべてがわかる第
のすべてがわかる第３回高校入試説明会。
回高校入試説明会。午前中、
午前中、松花堂で
松花堂で。
１０/２(月)～１１/３(金)の５週間を１０月分としてご請求。
祝日（文化の日）ですが、通常通り行います。
祝日（勤労感謝の日）ですが、通常通り行います。
１１/６(月)～１２/１(金)の４週間を１１月分としてご請求。

/８月…(
月…(月)31・
31・7・21・28 の 4 週、(
週、(火)1・8・22・29 の 4 週、(
週、(水)2・9・23・
30 の 4 週、(
週、(木)3・10・24・31 の 4 週、(
週、(金)4・11・25・1 の 4 週です。
週です。/9 月
→(月)…4・11・
11・18・
18・25 の 4 週、(
週、(火)→5・12・
12・19・
19・26 の 4 週、(
週、(水)→6・13・
13・
20・
20・27 の 4 週、(
週、(木)→7・14・
14・21・
21・28 の 4 週、(
週、(金)→8・15・
15・22・
22・29 の 4 週
です。/10 月…(月)→2・9（祝日ですがあります）・16・23・30 の 5 週、(火)→3・10・17・24・31 の 5 週、(水)→4・11・
18・25・1 の 5 週、(木)→5・12・19・26・2 の 5 週、(金)6・13・20・27・3（祝日ですがあります）の 5 週です。/11
月…(月)→6・13・20・27 の 4 週、(火)→7・14・21・28 の 4 週、(水)→8・15・22・29 の 4 週、(木)→9・16・23（祝日ですがあ
ります）・30 の 4 週、(金)→10・17・24・1 の 4 週です。

今回、以下の物を
、以下の物をお渡し
お渡ししました
※今回
、以下の物を
お渡し
しました
個別指導(小学生) ········· 請求書・海星新聞・個別指導報告書。

１

ポイント廃止のお知らせ
平素は当学院の運営にご理解ご協力を賜り厚く御礼
申し上げます。誠に勝手ではございますが、平成２９
年７月３１日をもちまして、安心メールカードのポイ
ント付与を終了させていただきました。
登下校の安心メールに付きましては、引き続きご提供
させていただきますのでご安心くださいませ。
ポイント付与・ポイント付与終了後のスケジュール、
賞品交換等につきましてご案内致します。御不明な点
がございましたら、通塾校へお気軽にお問合せくださ
い。
・
・
・
・

７月３１日(月)・・・ポイント付与終了。
８月１日(火)以降・・・ポイントは付与されず、
安心メール配信のみとなります。
８月中旬・・・総ポイント数を生徒様および保護
者様にお知らせ（９月分請求書に同封）
。
１２月３１日(日)・・・ポイント交換受付終了。
以後のポイント交換は一切受付できません。

＜ポイントについて＞
●２ポイントを１円として、授業料から割り引くこと
ができます。２ポイントから使用可能。１０日締めと
なります。
●２ポイントを１点として、学習シールと交換できま
す。２ポイントから使用可能。
●３００ポイント→お菓子セット１５０円分と交換
可能。
●６００ポイント→お菓子セット３００円分と交換
可能。
●１０００ポイント以上→今までと同様の交換。
となります。通塾校にてポイントカードを提出。提出
時に何と交換するのかお申し出ください。
（注意）申し出のない方は、交換致しません（塾から
お伝えしません）ので十分にご注意下さいませ。

授業料の自動引落し
新入生の方、及び口座引落手続きがお済みでない方
はお読み下さい。
① 毎月２７日に翌月分を口座振替で支払っていた
だきます。
② 毎月１０日までが各種変更届の締切日です。１０
日を過ぎますと翌々月で精算されることになり
ます。
③ 途中退塾される場合は、１０日までに申し出てい
ただければ、翌月分は引き落としされません。申し出
が１１日以降になりますと、翌月分が引き落としされ
ます。その場合、いかなる理由があっても返金は
いかなる理由があっても返金は

致しません。
致しません。くれぐれもご注意下さい
くれぐれもご注意下さい。
ご注意下さい。

通塾ストップ(重要)
９月分授業料の口座引落日は８月２８日(月)です。
引き落としできなかった方は９月１５日(金)までに
現金にてお支払い下さい。お支払いいただけなかった
方は、翌９月１６日
１６日(火)以降は通塾ストップとさせて
以降は通塾ストップ
いただきます。

携帯スマホゲーム
塾内では使用禁止！
塾内（ロビー・廊下・受付を含む
塾内（ロビー・廊下・受付を含む）での使用を
ロビー・廊下・受付を含む）での使用を一切
）での使用を一切禁
一切禁
止、休憩時間でも使用を禁止です
止、休憩時間でも使用を禁止です。
です。
持って来るのは構いませんが、塾内では電源を切るか
マナーモードにして、ポケットには入れずカバン等に
入れて使わないようにして下さい。
「発見次第没収→後日保護者同伴親子
「発見次第没収→後日保護者同伴親子面談でお返し
親子 面談でお返し
する」となりますので、十分注意して下さい。
する」
よって、没収となった場合、お返しするのは翌日以降
よって、没収となった場合、お返しするのは翌日以降
となります。ただし、前もって保護者様からの連絡に
となります。
て許可を得た場合はＯＫです。

ﾎﾟｲﾝﾄで図書カード 駐車位置にご協力を！
１０００ポイントがたまると図書カード５００円分
１枚を進呈いたします。２０００ポイントは１０００
円分(２枚)、３０００ポイントで１５００円分(３枚)
となります。グルメセットは従来通りです。

２

いつもお子様の帰りのお迎えありがとうございます。
本校と吉井校は住宅街に位置している関係上、時間帯
に関係なく停車位置をお守りくださいますようお願

塾生４割、残り６割は外部の方でした。

い申し上げます。×印の位置（隣家の前）には一時で
あっても駐車されないようにお願い申し上げます。

秋のサポートクラス

＜本校＞
隣家の前には決して駐車されないようにお願い致し
ます。

夏休み期間中は休講となりご迷惑をおかけしまし
た。８月２９日(火)から本校・久御山校ともに再開い
たしますので、ぜひ自習に来てください。

１０月は５週分で。
今年度も１０月は５週間の授業を行います。全学年
５週分でのご請求となりますので、ご理解ご協力をな
にとぞよろしくお願い申し上げます。
＜吉井校＞
隣家の前には決して駐車されないようにお願い致し
ます。

忘れ物多発（傘）
年間を通して傘の忘れ物が非常に多く発生していま
す。これまで半年間は塾で保管し、持ち主が現れなか
ったら処分するようにして参りましたが、９９％持ち
主が現れないのが現状です。今後は２週間たっても申
し出がない場合は処分させていただきますので十分
ご留意下さい。また名前が書いてあればすぐに持ち主
のもとへ返却できておりますので、極力（特に傘）名
前を書いて下さるようにお願い申し上げます。

中学生対象 全員参加すること！

定期テスト直前補習！ １０/８(日)入試相談会
今年もやります。海星学院主催・入試相談会は八幡
市文化センター(八幡市役所隣接）４階小ホールで行
います。
参加校は以下のとおりです。

[八幡市全中学、定期
八幡市全中学、定期テスト対策
、定期テスト対策]
テスト対策]
・本校泉校
・本校泉校→
泉校→８/２６(土)の 09:00
09:00～
:00～13:00
・本校泉校→
泉校→８/２７(
２７(日)の 09:00～
09:00～13:00
・男山東
男山東→９/２(土)の 09:00
09:00～
:00～13:00
・男山東
男山東→９/３(日)の 09:00～
09:00～13:00

＜京都公立＞堀川・西京・嵯峨野・桃山・南陽・京
●

都八幡・西城陽・菟道・東宇治・城南菱創・城陽・田
辺・木津・京都すばる・久御山。

上記以外の中学に通う生徒は、上記の日程のいず

っているのかと申しますと、そのほとんどは京都市内
や大阪市内で実施されていて、１時間以上かけて出か
けなければならず、枚方八幡久御山からの参加率が極
めて低いということを前々から聞いていたからなの
です。

中３土曜特訓！
中３生徒には後日案内書をお渡ししますが、偏差値
をさらに上げるため、もっとも重要な秋の内申をあげ
るため、中３生を対象に１０月１４日(土)より中３土
曜特訓講座をスタートさせます。

約１０年前、「海星学院にやってもらいたい」と複
数の私学の先生にたのまれました。大阪市と京都市の
ちょうど中間に位置するのがこの海星学院だという
わけです。この地域ではおかげさまで地域の入試相談
会として定着したようで、他塾に通う受験生も毎年多
数来場して下さいます。また毎年来場してくださる他
の塾の塾長先生もいらっしゃいます。今年は精華町か
らもすでに参加の予約が入っています。

クラス生は全員必修、個別生は申込み制です。毎年、
この授業により偏差値が大きく伸びる海星学院の看
板講座です。志望校１～２ランクアップ可能です。

いちばんのポイントは、生徒のリクエストに
応じて弱点をつぶしていく講座であることです。
また、得点能力を高めるための授業も行います。
いよいよラストスパート!!!! 入試まで突っ走りま
しょう。

来場するとどんないいことがあるのか。我々が「大
丈夫。合格できる」と言っても「とりあえずはうれし
いけど、ほんとかな～？」って感じますよね。しかし、
第１志望校の入試責任者が「大丈夫」と言ってくれた
ら、絶対的に感じられるでしょう。その入試責任者が
合否を決めるわけですから。それを教えてもらいに行
くのです。そして入試当日までがんばれる力となりま
す。

中 3・高 3 の自習を再開
９月になると、オープンキャンパスや入試説明会が
どの学校でも本格化します。いよいよ受験校絞込みの
時期です。効率よくそして集中して勉強できる環境を
提供するために９月より海星学院の各教室を開放し
ます。
下記の時間帯は自由に自習できますので、できるだけ
全員参加してください。塾で勉強すれば集中して勉強
できますよね。どしどしご利用ください。下記の時間
帯以外でも自習できる場合がございます。

そして、「昨年の受験生に当てはめたら、君は特待
生で合格できていた。
」
・・・そういうことまで教えて
もらえます。「上位で合格できていた」や「昨年に当
てはめたら、ぎりぎり不合格だった。今ならまだまだ
挽回可能だな。あとは君のやる気しだいだよ」などな
ど。

＜本校＞(
＜本校＞(月)夕方４時～６時半、(
夕方４時～６時半、(火)～(金)は夕方４時～
９時４０分まで。
４０分まで。
＜吉井校＞使えません。本校に来てください。
＜吉井校＞使えません。本校に来てください。
＜泉校＞(
＜泉校＞(月)～(金)の夕方４時～６時半。
＜久御山校＞(
＜久御山校＞(月)～(金)の夕方～６時半。
の夕方～６時半。
＜長尾校＞(
＜長尾校＞(月)～(金)の夕方～６時半。
の夕方～６時半。

相談のブースにいらっしゃる学校の先生は入試担
当の先生だけではなく、校長や教頭(副校長)もいらっ
しゃいます。めんどうくさいと思っている君！参加し
たら１００％必ず「来てよかった」と思いますので、
ぜひ来場して下さい。
持ち物は、１学期の通知表、または前学年の通知表。
実力テスト結果。模擬試験の成績表など。何を聞いた
らいいのかわからない人は、だまってそれを出すとい
ろいろ逆に質問してもらえますから、それに答えてい
くと、自然に知りたいことがわかります。

れかに来て下さい。

テスト１週間前から教室を開放いたします。
・ 本校→午後１時～夜１０時
・ 泉校→午後４時～６時半
・ 吉井校→午後１時～６時半
・ 久御山校→午後２時～１０時（久御山校は
テスト日程が確定しだいお知らせします）

＜大阪私立＞
大阪私立＞大阪国際滝井・東海大仰星・常翔学
園・常翔啓光学園・四条畷学園・大阪青凌・大阪産業
大附属・大阪桐蔭・香里ヌベール学院(大阪聖母女学
院)。

実際は海星学院が準備から当日までの管理を行っ
てはいるのですが、地域の受験生のための入試相談会
なので、海星学院という名称は出さずに地域に宣伝し
ています。

（注意）利用できるのは、静かに勉強できる生徒に限
ります。騒いだりして他の生徒の迷惑行為を行った者
騒いだりして他の生徒の迷惑行為を行った者
は即刻帰ってもらい以後利用させません。自習終了後
は机周辺を元通りに整理し夜の部の生徒たちが気持
ちよく教室に入れるように掃除して帰ってください。

一日で多くの学校の話を聞いて比較できると
一日で多くの学校の話を聞いて比較できると
いうのがこの相談会のもっともいい点です。
ともいい点です。
いうのがこの相談会のもっ

＜京都私立＞
京都私立＞京都成章・京都西山・京都学園・
ノートルダム女学院・京都産業大学附属・京都
聖母学院・立命館宇治・京都橘・京都廣学館・
京都光華・東山・花園・華頂女子・京都精華学
園・大谷・京都文教・平安女学院・京都両洋。
以上、参加４２校です。

本校久御山サポクラ
夏休み期間中の本校と久御山校サポートクラ
スについてお知らせします。（重要）
・・・
本校と久御山校のサポートクラスは、夏期集中授業で
教室を使用するため、７月２４日(月)～８月２５日
(金)は休講となります。あらかじめご了承下さい。
再開は８月２８日(月)以降となります。

午後１時～４時の予定で行います。多数のご来場をお
待ちしております。どなたでも参加可能です。昨年は
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毎年、この日一日で併願の私立を決める方が非常にた
くさんいるのも大きな特徴です。
できるだけ親子で参加して下さい。親子が無理な
ら親だけ、子供だけの参加でも構いません。中１中２
の方は大半が親だけでいらっしゃっています。お子様
の進路を決める学校選びです。多数のご来場をお待ち
申し上げております。
＜おわり＞

中学生対象コラム

塾長・江川コラム
＜個別入試相談会！＞
＜個別入試相談会！＞
入試個別相談会が１ヵ月後に近
づいてまいりました。入試相談会は
ほかにもたくさんあるのですが、ど
うして海星学院がこんなことをや

4

