
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4/21 土   

22 日   

23 月   

24 火 カレンダーを作ろう 補習校 HR 

25 水 カレンダーを作ろう 補習校 HR 

26 木   

27 金   

28 土   

29 日   

30 月   

5/1 火 
5 月度帰国子女センター試験 

子どもの日関連行事 

右記参照 

補習校 HR 

2 水 子どもの日関連行事 補習校 HR 

3 木   

4 金   

5 土   

6 日   

7 月   

8 火 
6/9 実施英検申し込み〆切日 

お母さんへの手紙 

英検 Office 

補習校 HR 

9 水 お母さんへの手紙 補習校 HR 

10 木   

11 金   

12 土   

13 日 San Diego Japan Fair  

14 月   

15 火 道徳 補習校 HR 

16 水 道徳 補習校 HR 

17 木   

18 金   

19 土   

20 日   

21 月   

22 火 あぶりだし 補習校 HR 

23 水 あぶりだし 補習校 HR 

24 木   

25 金   

26 土   

27 日   

28 月 Memorial Day 休校 

29 火 虫歯予防のポスターを描こう 補習校 HR 

30 水 虫歯予防のポスターを描こう 補習校 HR 

31 木   

May 2012 皐月号 

５月度スケジュール 

月例通信 

テストスケジュール 

紹介者生徒名                 
 
新入学生徒名               
 
（注）「紹介割引」は、新入学生が申込書提出時にこのカードを提出いただ

いた場合に限らせていただきます。 

学習塾 pi:k サンディエゴ校(858)268－1522 

4683 Mercury St. Suite A&B, San Diego, CA 92111 

 
☆JOBA センター試験 

5 月 1 日（火）～7 日（月） 

☆Memorial Day（休校） 

5 月 28 日（月） 

 

お友達紹介カード 
月謝割引制度にて 10～25％OFFとなります 

●小４～中 3＋高１ 

帰国子女センター試験・ｸﾞﾚｰﾄﾞﾃｽﾄ 
5 月 1 日（火）～5 月 7 日（月） 

JOBA センター試験は各自自宅 

にて、保護者の監督のもとで行 

 ってください。 
 
 

●CBT 漢字検定 

7 級から 2 級まで随時受付中！ 

■アーバイン校■ 
17332 Von Karman Ave. Suite135 

Irvine, CA 92614 

TEL (949) 250-3001 

FAX (949) 250-3024 

■サンディエゴ校■ 
4683 Mercury St. Suite A&B 

San Diego, CA 92111 

TEL/FAX (858) 268-1522 
 

Del Mar Fair Ground において、
AM10：00～PM7:00 で日本のお
祭り「San Diego Japan Fair」が
開催されます。 
学習塾 Pi:k はこのお祭りのスポ
ンサーとなっております。みなさ
ん、ぜひ遊びに来てください！！ 
 



 

★ ☆ ★ 入試・学校情報 ★ ☆ ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年もキンダーから小学 6年生までを 
対象とした体験学習「Summer School  
2012」を予定しています。昨年はⅠ期 

のみの実施でしたが、たくさんの生徒が 
参加して、たいへん賑やかで楽しい 
学習の場となりました。 

詳細が決まり次第別途お知らせします。 
 

 

 
 
 

■一般入試中学受験情報■ 
★国内の応募者状況の変動 

平成 23年 1～2月の今春入試は、昨年 3月 11日の東日本大震
災に続く福島第一原発事故による放射線汚染、東電による計画
停電、タイの大洪水などがありリーマンショック以降の不況に

追い打ちをかけるような世相が重なり、受験どころではないと
いう家庭が増え、入試倍率は大きく緩和されました。そこで、
今回は志願者が大きく増減した学校に注目してみました。 

 
【志願者が大きく減少した学校】 
麻布…16％、早稲田実業…14％、慶應義塾普通部…14％、慶應

湘南藤沢…14％、武蔵…10％、立教女学院…20％、成城…51人、
芝…31人、雙葉…44人、大妻…45人、頌栄女子学院…47人 
 

【志願者が大きく増加した学校】 
鷗友学園女子…30％、東京都市大付属…20％、郁文館…30％、
多摩大目黒…37％、大妻中野…26％、十文字…16％、國學院久

我山…17％、駒場東邦…96人、巣鴨…93人、早稲田…49人、獨
協…75人 
 帰国枠の倍率とは関係がありませんが、人気のバロメータと

して参考にしてみてください。 
 

■高校編入後の大学受験■ 
高校への編入に限らず、高校受験のタイミングで帰国した生

徒や、場合によっては小学生のときに海外で暮らしていたとい
う生徒でも、帰国枠受験が可能になる場合があります。今回は
上智大学の海外就学経験者入試をご紹介します。 

 上智大学海外就学経験者入試では、外国学校を離籍してから
経過した年数と、外国学校に在籍していた年数との兼ね合いで
受験資格を定めています。通算して 4年以上外国学校に在籍し

ていたのであれば、小学校５・６年生に帰国した生徒でも受験
資格が得られる可能性があります。また、外国学校に 2年間継
続して在籍していたのであれば、日本の高校に編入した生徒も

受験資格が得られます。 
 高校受験で帰国枠を利用したから大学受験ではもう使えない
だろうと思っている人も多いかもしれませんが、もし外国学校

に 3年間継続して在籍していたのであれば受験資格が得られる
可能性があります。 
 なお、このことによって必ずしも一般受験の可能性を失うこ

とにはなりません。上智の海外就学経験者入試は 9月に実施さ
れるので、一般受験の準備をしながら、夏の一時期だけ小論文
などの対策をすることで、特に大きな負担もなくチャレンジす

ることが可能になります。 
 

夏期講習会のお知らせ 
夏期講習会の期間を以下の通りお知らせいたします。塾のコ

ース授業を受講されている方は、年間カリキュラムの一貫とな

っておりますので必ずご出席ください。また、補習校の生徒も

集中的に日本語の学習をする良い機会ですので、奮ってご参加

ください。（詳細は後日プリント配布） 

 

【Ⅰ期】7/23（月）～7/27（金） 

【Ⅱ期】7/30（月）～8/ 3（金） 

【Ⅲ期】8/ 6（月）～8/10（金） 

【Ⅳ期】8/13（月）～8/17（金） 

 

★夏休み明けの通常授業は 9/4（火）の Labor Day明けからと

なります。8/18（土）～9/3（月）までは教室は夏期休業とな

りますので、ご連絡につきましては e-mailにてお願い申し上

げます。（pqirvine@gmail.com） 3・4 月の新入会は 23 名でした。 
 

切磋琢磨するお友達をご紹介ください！ 
 
Ｋ  中井陽瑛（なかいはるあき）くん（Ｉ） 

小１ 謝ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ（しえいあんどりゅう）くん（Ｉ） 
小１ ﾆｺﾙｿﾝﾀﾅｰ（にこるそんたなあ）くん（Ｉ） 
小１ ﾒｲﾅｰﾄﾞ華（めいなあどはな）ちゃん（Ｉ） 

小１ 片山玲（かたやまれい）くん（Ｉ） 
小１ ﾁｪﾝｼﾞｮﾅｻﾝ（ちぇんじょなさん）くん（Ｉ） 
小１ ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝﾀﾞｽﾃｨﾝ（ぐっどまんだすてぃん）くん（Ｉ） 

小１ 鴨狩芭菜（かもがりはな）ちゃん（Ｉ） 
小１ 中丸快南（なかまるここな）ちゃん（Ｉ） 
小１ ﾛｰﾚｽｶﾚｱ（ろおれすかれあ）ちゃん（Ｓ） 

小１ 高橋祐樹（たかはしひろき）くん（Ｓ） 
小１ 貫井奏愛（ぬくいかのん）ちゃん（Ｓ） 
小１ ﾗﾃﾞﾎﾌ麻也（らでほふまや）ちゃん（Ｉ） 

小１ 伊崎穣（いざきじょう）くん（Ｓ） 
小１ 佐藤杏珠（さとうあんじゅ）ちゃん（Ｓ） 
小１ 鍋田来希（なべたらいき）くん（Ｓ） 

小１ ﾁｪﾝｹｲﾃｨｰ（ちぇんけいてぃい）ちゃん（Ｉ） 
小１ 入交宏治（いりまじりこうじ）くん（Ｓ） 
小１ 丸山和奈（まるやまにこな）ちゃん（Ｓ） 

小１ 神山和輝（かみやまかずき）くん（Ｓ） 
小２ 加藤優衣菜（かとうゆいな）ちゃん（Ｓ） 
小２ 中澤幸之介（なかざわこうのすけ）くん（Ｓ） 

小２ アギレ龍之介（あぎれりゅうのすけ）くん（Ｓ） 
 

（Ｉ）…ｱｰﾊﾞｲﾝ （S）ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞﾞ（Ｌ）ﾛﾐｰﾀ 

Welcome to Pi:k！ 

Summer School 2012のお知らせ 

アメリカのビルはセントラルヒーティングシステムのため、各部屋で

の温度調整ができません。どうしても暑い部屋の温度にあわせて

クーラーの温度設定をしなければなりませんので、他の部屋は寒く

感じる場合があります。通塾の際は脱いだり着たり各自で温度調

整ができるように、上着を一枚ご用意下さい。 

 

上着をお持ちください！ 

 

校舎内の本棚にある書籍を生徒、保護者の皆様に貸し出し 
をしています。1人３冊まで、２週間借りられます。 
借りる時、返却した時それぞれノートに記入してください。

（もしも２週間以上引き続き借りたい場合は、一旦返して、
改めてノートに記入して借りてください。） 
みんなのためにある図書ですので大切に扱ってください。 

海外での生活が長くなるにつれて語彙不足が目立ちます。
普段から本を読む習慣を身に付けていることで自然に日本
語の維持、強化ができます。ピークに来た時は親子で毎回

本を借りるようにするとよいですね。 
 

 海外での生活が長くにて、語い不足が目立ちます。普段から本

を読む習慣を身に付けることで自然に日本語の維持、強化ができ

ます。ピークに来た時は親子で毎回本を借りるようにするとよいで

すね。 

貸し出し図書のお知らせ 

mailto:pqirvine@gmail.com

