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教室だより 2022年 9月号 

  

夏の無料体験学習延長のご案内 

★期間 2022年 9月 15日（木）まで延長 

★教科：算数・数学 英語 国語 フランス語 

期間中２回無料で学習できます。 

コロナ禍で 8 月に体験学習に参加できなかった方、

今回 KUMON の特別対応で夏の無料体験学習を 9

月 15 日（木）まで延長できることになりました。

（延長実施の有無は教室により異なります）新学期

を迎え、もう１教科・・・をお考えのご家庭はぜひ

ご参加ください。 

ご兄弟姉妹・おともだちもお誘いください 

 

水筒をご持参ください 

例年にない猛暑が続いています。新型コロナウイル

ス感染症の急激な感染拡大に伴い扉を開け放し換気

に努めている都合上教室内の室温も高くなっていま

す。熱中症予防には“のどが渇く前の水分補給”が

効果的なようです。教室には水筒持参で来室お願い

します。 

 

2022年 9月・10月の教室日 

 

 

 

 

 

2022年 9月・10月の教室行事 

 

日程 行事 

9月 3日（土） 第 2回くもんメイツ 

9月 3日（土） 第 2回英検申し込み締め切り 

9月 24日（土） 算数・数学検定 

１０月 １日（土） 第 2回英検 

１０月 22日（土） 第 17回ジャンプのつどい 

 

●９月３日（土）第 2 回くもんメイツ 

■日時: 2022 年９月３日（土） 

幼児小学生：午後 7 時スタート～7時 45 分終了予定 

中学生：午後 8 時スタート～8時 45 分終了予定 

■参加 URL  

https://zoom.us/j/97319472897?pwd=VzBZQldFcTRYS0

1CYjFGNDhUUzlkdz09 

Zoom 回線は午後 6時 45 分からつながります 

ミーティング ID: 973 1947 2897 

パスコード: w7c5xKHb 

 

第 2 回くもんメイツは 暑い暑い夏の頑張りを称える

とともに、お子さんにもわかる易しい言葉にかみ砕い

て 2 学期の学習内容・すべての学習を順調にする『内

発的動機づけ』についてお話します。 

ご家族ふるってご参加ください。 

 

●2022 年度第 2 回英検申し込み受付中 

2022 年 10 月 1 日（土）実施 2022 年度第 2 回英

検申し込みは９月３日（土）です。受検希望者はお早め

にお申し出ください。 

 

 

●第 17 回ジャンプのつどい 開催のお知らせ 

コロナ禍以前、毎年 11 月にさいたま市民会館おおみ

や小ホールで開催していた 3 年以上継続学習者を称

える表彰式 “ジャンプのつどい”（ふぁいん東宮下教

室在籍者対象） につきましてはお子さん・保護者様

の安心、安全を考慮し 2020 年は中止、2021 年はオ

ンライン開催とさせていただきました。 

感染収束が見通せない中ではありますが、3 年ぶりの

行動制限を伴わないお盆休み、各種大規模イベントの

復活等世の中の流れはコロナ禍以前に戻りつつありま

す。 

“ジャンプのつどい”におきましてもそうした世の中

の流れを受け本年は下記の通りホール開催（リニュー

アルされた”さいたま市民会館おおみや 小ホール”）

を決定いたしました。 

今回から表彰対象者を中学生迄拡げております。また

参加教室も大宮東部地区からさいたま市内ヘ拡大した

ことにより日の出通り教室在籍のお子さん・保護者様

もご招待できるようになりました。 

当日が緊急事態宣言、または緊急事態宣言に準ずる状

況となりました場合は、主催者判断でオンライン開催

に変更させて頂きます。ご承知おきください。 

現在、お子さん・保護者様の安心、安全に努めながら、

お子さんの日々の努力を称えると共に保護者様への感

謝の気持ちをお伝えできる会になるよう準備を進めて

おります。奮ってご参加ください。 
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★記 

１）開催日時：2022 年 10 月 22 日（土） 

午前 9 時 30 分開場 午前 10 時開始 午前 11 時

30 分終了予定 

２）会場：RaiBoC Hall 小ホール（さいたま市民会館

おおみや 小ホール） 

〒330-0846 さいたま市大宮区大門町 2-118 

大宮門街 4-8F 

【大宮駅をご利用の場合】ＪＲ線・ニューシャトルほ

か 大宮駅東口より徒歩 3 分 

※専用の駐車場等はございません。お車でお越しの場

合は、有料の大宮門街駐車場又は近隣の駐車場をご利

用ください。 

（市民会館おおみや利用による割引等はございませ

ん。） 

 

乳幼児会員のみなさま 

 

国語４Ａ～２Ａ教材 改訂のお知らせ 

 

2022年 10月 

楽しく読み書きの力を 

高め、 

一人でも多くの 

お子さんを読書好き 

へと誘う教材に 

改訂されます。 

改訂の詳細は 

次号教室だよりで 

お知らせします。 

ご期待ください。 

 

９月のメニューは 

画像の通りです。 

 

 

小学生・中学生会員のみなさま 
 

新学期がスタートしました 
 

2 学期は授業時間数が一番長い学期になります。 

学校ではどんな勉強をするのかな？ 

お家でどんなサポートをすれば『内発的動機づけ』に

つながるかな？ 

第 2 回くもんメイツでじっくりお話しさせて頂きます。

土曜日の夕方という時間帯ではありますが是非ご参加

ください。 

 

■日時: 2022 年９月３日（土） 

幼児小学生：午後 7 時スタート～7時 45 分終了予定 

中学生：午後 8 時スタート～8時 45 分終了予定 

■参加 URL  

https://zoom.us/j/97319472897?pwd=VzBZ

QldFcTRYS01CYjFGNDhUUzlkdz09 

Zoom 回線は午後 6 時 45 分からつながります 

ミーティング ID: 973 1947 2897 

パスコード: w7c5xKHb 

 

夏休み時間から学校時間への切り替えは思いのほか難

しいものです。まずは就寝と起床時間を学校時間に切

り替えましょう。起床したら朝日を浴びて朝ごはん。

お子さんが 眠そう 少し元気がない と思われたら

食卓に柑橘類を出されることをお勧めします。柑橘類

は“食せばからだの栄養” “香りを嗅げばこころとの

栄養”とまさに朝食向きな果物です。 

お試しください。 

 

 

 

 

 

教室指導目標 
 

公文式教材と学年関連＜教室指導目標＞について 

＜教室指導目標＞はお子さんの可能性を最大限お伸ば

しするために設定しました。乳幼児のお子さんは小３

でＦ終了・小学生は小６Ｊ終了中学生以上は最終教材

終了を目指しましょう。 
 

 
 

１年間で 1.5 教材進んでいける目標 

毎月 30 番・50 番先の教材まで進めることを短期目

標に 

☆ 算数・数学 毎月３０番 

☆ 英語・国語 毎月５０番 

中期目標は 1 年を 

新学年⇒夏休み前 夏休み⇒11月末 12月⇒3月末 

の３期に区切って 

☆ 算数・数学 4 ヶ月で 100 番 

☆ 英語・国語 4 ヶ月で 200 番（1 教材終了） 
 

         
日の出通り教室        ふぁいん東宮下教室 

LINE公式アカウント      LINE公式アカウント 

 

https://www.city.saitama.jp/008/003/001/p086297.html
https://zoom.us/j/97319472897?pwd=VzBZQldFcTRYS01CYjFGNDhUUzlkdz09
https://zoom.us/j/97319472897?pwd=VzBZQldFcTRYS01CYjFGNDhUUzlkdz09

