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ＡＩＭ学習セミナー 

冒頭に紹介の通り、稔台の教室を本年度の
学年末をもって幕を閉じることになりまし
た。ＡＩＭの前身をたどれば、発端は谷村
和枝が自宅で始めた英語教室です。彼女は
学生時代に家庭教師で生計を立てていたと
いう経緯があり、子育てのかたわら自宅で
英語の指導を始めました。折から第２次ベ
ビーブーム、さらに稔台は新興住宅地とし
て開発が進んでいましたので、生徒数は急
増しました。当時の住まいと教室は現教室
のすぐ近く、稔台郵便局そばの第一林ビル
の一室でした。そのうち乞われて算数・数
学の指導も始まり、もはや主婦の片手間の
仕事ではなくなりました。そこで同ビル内
に一室を借り、ここに「谷村英数教室」の
看板をあげました。そしてその後谷村志厚
はサラリーマンを辞し、いわゆる脱サラで

１/18(火) 都内私立前期入試解禁  ２/７月) 中学1.2年生保護者面談 

   /19(水)      /８(火)  

   /20(木)      /９(水) 公立高校入試出願（～14） 

   /21(金)      /10(木)  

   /22(土) 第３回英検・中1.2保護者面談     /11(金) 建国記念の日 

   /23(日) 休講・中1.2保護者面談・受験生自習室     /12(土) 土曜自習室 

   /24(月) 中1.2保護者面談     /13(日) 受験生自習室・定期テスト準備 

   /25(火) 中1.2保護者面談     /14(月)  

   /26(水) ２月度経費自動振替日     /15(火)  

   /27(木)      /16(水)  

   /28(金)      /17(木) 入試志願変更 

  /29(土) 第３回漢検・小学生保護者面談     /18(金) 入試志願変更 

  /30(日) 休講・小学生保護者面談・受験生自習室     /19(土) 土曜自習室 

  /31(月) 小学生保護者面談     /20(日) 受験生自習室 

２/１(火) 小学生保護者面談     /21(月)  

 /２(水)      /22(火)  

   /３(木)      /23(水) 天皇誕生日・受験生直前対策 

   /４(金)    /24(木) 公立一般入試① 

   /５(土) 土曜自習室     /25(金) 公立一般入試② 

   /６(日) 受験生自習室   /26(土)  

塾に本格参入することになります。これを機に
５教科を指導する総合塾となり、「ＡＩＭ学習
セミナー」と名付けました。ＡＩＭは「目標・
目的・狙いを定める」といった意味の英語です
◆ところで、私自身は母親が戦前の学校教師で
あったこと、義兄が故郷の中学校校長であった
など、「教育」への縁は浅くはありませんでし
た。ですから親族の希望として、私が大学卒業
後に教職の道へ進むことを期待していました。
しかし当時の私にはその道に就く意志はまった
くなく、一般企業に就職したのでした。しかし
ながら１２年の年を経て教育の場、それも民間
教育の塾教育に関わることになったのは、ある
意味で必然であったかと思います◆塾の世界に
入った年の夏、田舎の義兄を職場である中学校
に訪ねたおり、「千葉で塾をやってる弟です」
と教職員の方々に紹介された時は、身の引き締
まる思いがしたのを覚えています。３８年を経
て新たな私塾教育への旅立ちです。あらためて
身の引き締まる思いです。これまでの経験を踏
まえ、そして残れさた余生の年月を数え、納得
のいく私塾の学習指導を完遂したいと念ずると
ころです（志厚） 

www.aim-net.co.jp 
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第４３６号 

・稔台教室度閉校し河原塚教室移行 

・小学生・中１．２保護者面談会のお知らせ 

・令和４年度高校入試始まる 

・新教室 塾・アットホーム 

第３回漢字検定のご案内 
本年度最終の漢字検定を塾内実施します。 

集合・検定時間は以下の予定です。 

 ●３年１月２９日(土) 

  ５級 午後４時～ 

  ２･準２･３･４級 午後６時～ 
保護者面談会のお知らせ 

以下の日程で保護者面談会を実施いたし

ます。本年度最後の面談です。 

教室移行のタイミングにもあたりますから

是非ご出席ください。 

詳しい時間帯等は別途案内書でご確認く

ださい。 

 中学1・2年 １月22日(土)～25日(火) 

 小学生    １月29日(土)～2/1日(火） 

第３回英検のご案内 
本年度最終の第３回英検を実施します。
集合時間にご注意ください。 
●実施日  １月２２日(土) 
●集合時間 ４級 午後４時 
      ２･準２･３級 午後６時 

２月28日、稔台教室を閉校し河原塚新教室に移行します 

 先に「重大なお知らせ」で公表しました

ように、ＡＩＭは稔台教室を閉校し、河原

塚に開設する新教室に移行します。 

 ＡＩＭは当初谷村英数教室の名で、谷

村和枝が代表者として小さな塾を運営し

ていました。38年前、現代表の谷村志厚

が経営に加わり、塾名をＡＩＭ学習セミ

ナーと改めました。教室も現在の場所に

新設し、小中生に５教科を指導する総合

塾として生まれかわりました。 

 そして以降およそ４０年、１塾１教室の

体制で稔台の地で塾を続けてきました。

この間1,000名近くの卒業生を送り出し、

地域の民間教育にいくらか貢献できたの

ではないかと自負しています。 

 ところがここ数年、ことに新型コロナ感

染騒動以降、生徒数の大幅な減少もあ

り、現状での塾運営に支障をきたす事態

になってきました。そこで重大な決意を

もって稔台教室の閉校となった次第で

す。 

 私どもには40年余の塾指導経験もあ

り、健康面でも問題はありません。幸い

にも河原塚に二人住まいの住居があり

ます。ここにアットホームな「家庭塾」を

開設し、塾人生の集大成となる「納得の

いく学習指導」を継続したいと思ってい

ます。 

 河原塚は隣接の地とはいえ稔台から

はやや遠くなります。在籍生徒の皆さん

には、継続して通塾いただけない方が

多いと思います。その点まことに申し訳

なく残念なことです。 

 高校入試の受験生の皆さんとは公立

入試の最後まで、他学年の皆さんとは2

月末まで引き続き通塾をお願いします。 

 新しい塾の概要は次ページの通りで

す。保護者面談時に詳細の案内書を配

付いたします。 
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令和４年度私立高校入試始まる、公立高校一般入試まで一カ月  

 新年を迎えて３週間を経過したばかり

ですが、いよいよ令和４年度高校入試の

始まりです。１７日には千葉県内私立前

期入試解禁日をむかえ、続いて２１日に

は都内私立の推薦入試が開始されます。

県内の私立高校入試は、２月５日以降に

後期一般入試も実施されますが募集枠が

小さいので受験生も少ないものですか

ら、この前期入試で事実上本年度の入試

が完了します。 

 １８日現在で確認されている私立高校

入試の結果は、茨城県の東洋大牛久を受

験したＩ君ひとりです。無事合格を果た

し第一号の進路確定者となりました。 

今後の受験日程 

２月９～14日 公立入試選抜出願 

２月10日 都内私立一般入試 

２月17.18日 志願変更 

２月24.25日 公立一般選抜 

３月３日 追検査 

３月７日 公立一般選抜合格発表 
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塾コンセプト 
 個性を生かし学力を伸ばす 

 ー安心・安全指導－ 

河原塚教室開校 
（2022年3月７日スタート） 

  場 所：松戸市河原塚３５１谷村宅内 

（スーパーマーケット・ベルク、八柱ゴルフガーデンの近く） 

  対 象：小４・５・６年、中１・２・３年、高校１・２年 

      募集生徒数―小学生８名、中学生１２名、高校生３名 以内 

テーマ：少人数で親身な専門的指導を家庭的な環境で行う 

  指導方法：小学生、中１，２年生：学校準拠・個別指導 

       中学３年生：高校入試・ゼミ形式の小グループ＆個別指導 

       高校生：教科書英語・ｵﾝﾗｲﾝZOOM 

       無学年：英語検定受験指導 

  その他：新中３生継続塾生は「車送迎」も検討します 

 一方公立高校の一般入試選抜は、入

試制度の変更による入試一本化の２年

目。2月9日から出願が始まり、24.25日

に一般選抜入試が実施されます。 

新教室名 塾・アットホーム 

     （ＡＩＭ学習セミナー） 

塾・アットホーム＝安心・安全指導 
個々の生徒に沿った適切な指導で、学力の育成と学習意欲の喚起を図ります。 

 

◆指導学年と形態 

 〇小学４・５・６年生 個別指導 算・国・英 

  学校教科書準拠の予習＆復習 

 〇中学１・２年生 個別指導 数・国・英 

  学校教科書準拠の予習＆復習 

 〇中学３年生 ゼミ＋個別指導（ハイブリッド授業） 

  学校教科書準拠＋高校入試指導 

 〇高校１・２・３年生 ZOOMオンライン対面指導 英語  

  学校教科書準拠の予習＆復習 

 〇小中高一般 個別指導 英語検定（5.4.3.準2.2級） 

◆生徒数定員 

 小学生８名、中学生各学年４名、高校生４名まで 

◆授業日時 

 火・水・木・金・土（日・月・祝は原則休講） 

 火～金 16：00～18：30（小学生）、18：30～21：30（中学生） 

 土   15：00～20：00（英検・中３理社・補習） 

学年 教科 コース 授業日時 

４～６年 

算数  

国語  

英語 

１教科コース 

２教科コース 

３教科コース 

火～金曜日 1コマ50分、以下の時間帯から選択 

Ａ4:00～4：50 Ｂ4：30～5：20 Ｃ5：00～5:50 

Ｄ5：30～6：20   

中１・２ 

英語 

数学 

国語 

・１教科コース 50分×２コマ/週 

・２教科コース 50分×４コマ/週 

・３教科コース 50分×５コマ/週 

 Ａ6：30～7：20(火～金） 
 Ｂ7：00～7：50（火～金） 
 Ｃ7：30～8：20(火～金） 
 Ｄ8：00～8：50（火～金） 
 Ｅ8：30～9：20（火～金） 

中３ 

受験生 

英･数･国 ゼミ 火曜日 
個別 水・木・金1日選択 

ゼミ 7:20～9:30 
個別 6：30～、7：00～、7：30～ 

理･社 個別 土曜日 個別 4:00～、5:00～、6:00～、7：00～ 

高校 

学校教科書英語 
火～土 

個別指導８回/月 

オンライン＆対面 

 50分×２コマ/週 

（曜日時間については要相談） 


