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ご挨拶
館山塾では、設立以来一貫して、塾生一人一
人に対する責任指導をモットーに、受験指導を
行って参りました。今後とも、一層堅実な指導
を実現するため、諸制度・諸設備の充実に努め
る所存でおります。

館 山塾
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§
第Ⅰ期（３月～５月）の予定

日 日( …)……………中三受験オリエンテーション

§§§§§§§§§§§§§§§§§
中学生
２月

３月１日 月( …)………………平常講義開始
３月

日 日( ～) 日 金( …)…休講
日 日( ～) 日 木( …)中三理社・春期特別講習〕

〔３月

日 水( …)…春期特別講習期間

25

§§§§§§§§§§§§§
塾生保険のお知らせ

§§§§§§§§§§§§§

館山塾では、塾内及び塾の行き帰りの万一の事故に対処

するため、全塾生を対象に、塾生保険に加入しています。

但(し、塾則に抵触しての事故は、保険の対象になりませ
んので、特に塾則第一条は厳守願います。 )

§§§§§§§§§§§§§§§§§§
特別個人指導（日曜）のお知らせ

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

る時間が設置されています。積極的に活用して下さい。

日曜日には、担当講師の個別指導及び個別の質問に答え

４月１日 木( …)………………休講

午後一時二○分～午後五時一○分

①呼び出された場合

回欠席等）に行っています。

び出しは、次回の講義に支障をきたす場合（理解不足、前

講師から呼び出された場合は、必ず出席して下さい。呼
４月７日 水( …)………………平常講義開始
５月７日 金( …)………………３日 月( の)振替授業
５月８日 土( …)………………４日 火( の)振替授業
５月 日 日( …)………………第Ⅰ期総合試験
☆塾報・年間予定カレンダーでお知らせする休講日以外は、
祝祭日等に関わりなく、平常講義が行われます。

§§§§§§§§§§§§§§§§
自習室・休憩室のお知らせ
§§§§§§§§§§§§§§§§
…

平日 二時三○分～九時三○分

自習室・休憩室 … 二○六番教室
時 間

日曜 一時～八時三○分
尚、右記以外にも空き教室を自習室として開放しています。

※詳細は後日掲示でお知らせします。

土曜日に実施する場合があります。

※講師によっては、勤務の都合で、隔週で実施する場合、

すので、必ず事前に確認をとるようにして下さい。

る場合も、他学年の試験等で教室が使えない場合もありま

必ず事前に担当講師に確認をとって下さい。自習等で来

②自主参加する場合

５月３日 月( ～)６日 木( …)…休講

４月６日 火( …)………………休講

４月５日 月( …)………………春期特別講習総合試験

時間

日 土( ～)
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４月２日 金( ～)４日 日( …)…春期特別講習補講期間

３月

26

31

館山塾では、成績優秀な諸君に受講料を免除
する、特待生制度を設けています。中学の部の
特待生基準は左記の通りです。
今後とも、塾生諸君の実情に合わせて柔軟に
対応していく所存でおります。保護者の皆さま

塾長 胡子俊英
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には、ご意見 ご･ 要望等ございましたら、是非お
寄せ戴ければ幸いと存じます。

§§§§§§§§§§§§§
特待生制度のお知らせ
§§§§§§§§§§§§§§
館山塾では、学業優秀な塾生を対象に、特待生制度を実
施し、受講料の免除を行っています。
特待生基準（中学二・三年）
Ａ（受講料全額）
、Ｂ（同半額）
進級試験で、受験した３科目の得点が、
Ａ 英語＝九十点、数学＝九十点、国語＝九十点以上
Ｂ 二科目がＡ基準を超え、一科目のみ基準に５点以内
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講師紹介

◆ 英 語 科

氏名 （担当クラス）
一、卒業大学
二、専攻
三、趣味
四、塾生へ一言

えびす

胡子 俊英 （中１・中３英語）

一、東京大学文学部中国哲学専修課程卒
二、哲学の根本問題
三、山歩き、龍笛
四、雪の山道で、いつしか兎の足跡と同じ所を踏んで

中(２英語 )

歩いていることがあります。たまには我を忘れて自
然と一体化してみましょう。

あ お う だ

粟生田 明子
一、東京外国語大学外国語学部卒、
早稲田大学第一文学部哲学科卒
二、文化人類学、教育学
三、自転車、水泳、空手
四、少年少女よ、旅に出よう！
広い外の世界へ行くも良し、
深い心の奥底へ行くも良し。

◆理 数 科

熊倉 幹男
中１・中２理科）

◆ 国 語 科

三輪 裕治 （中２・中３国語）

一、東京大学文学部社会学専修課程卒

二、近代化と比較社会学

三、サッカーの研究、老父母の介護

（中２・中３数学

一、東京理科大学理学部数学科卒

四、最後の一秒まで 自己のベスト を尽くして闘う こ

全(学年社会・中１国語 )

強を通じて会得してください。

四、自分の持てる力をフルに出し切ることを、受験勉

三、こどもの本の読み聞かせ、アート鑑賞

二、
「生の哲学」から現代の諸問題を考えること

一、慶応義塾大学大学院文学研究科修了

佐治 恵

◆ 社 会 科 （国語科兼任）

と（ＦＩＦＡフェアプレイ憲章第一条）
。

二、確率過程論
三、多摩川沿いの散歩

中(１数学・中３理科 )

四、興味を持つことと向上心。これで完璧だ。

松山 秀行
一、東京大学法学部卒
二、私法
三、双子の成長過程観察

四 、思 い上が った発 想と着 実な計 算力を 君たち に贈
り ます。
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このページのグラフは、昨年度在籍者が各受講科目の予習・復習に１週間平均してどれだけ時間を使ったかを尋ねたものです。これは、あくまでも

２～３時間

塾の授業に出席するために必要だった時間です。それ以外に自分で計画して受験勉強全体を組み立てていかねばならないのは当然ですね。

勉強時間アンケート調査結果
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