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2020 夏期講習 申込み受付開始 6/29（月）より 
夏個別     ；主要科目の総復習 小・中学生・高校生；1 回 50 分授業（1 シート 8 回） 

生徒 3 人対講師 1 人 個別指導形式 

夏マンツーマン ；単元別学習 1 回 50 分授業 生徒 1 人対講師 1 人 

中学 3 年生必修 ；高校入試対策総合講座（夏期から秋期期間 集団指導形式） 

 

                   Ⅰ；夏期講習は大切です！ 

Ⅱ；夏期講習の講習内容【夏！個別・中学 3 年生受験対策総合講座】 

Ⅲ；夏期講習のお友達紹介キャンペーン 

Ⅳ；夏期講習に向けた保護者面談の実施について 

                  Ⅴ；7 月・8 月 休校日と通常授業休講日 

※ 同封物について 

 

 

 

 

※かわら版とは、ITTO 個別指導学院とみやび個別指導学院 塾生・保護者様専用の 塾内通信です。 

茨城県  （守谷市）守谷久保ヶ丘校       （牛久市）牛久校・ひたち野うしく校 

（龍ケ崎市）龍ケ崎藤ヶ丘校       （水戸市）水戸西原校・水戸東校・水戸千波校 

（那珂市）那珂菅谷校 

      東京都  （町田市）町田小山ヶ丘校        （八王子市）八王子北野校 

神奈川県 （厚木市）神奈川厚木校 
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Ⅰ；夏期講習は大切です！ 

 

令和２年 夏のスローガン   

『コロナを言い訳にしない！自分と戦う夏に！！』 
  

 

皆さんにとっては、試練の夏がやってきます。今年はコロナウイルスの影響で、夏休みが２週間ほどしかありませ

ん。例年は、学校の授業がストップする夏休みに復習が可能でしたが、今年はそうはいきません。通常授業で復習をす

ることは不可能だと思ってください。では、どうやって今までの復習をしていくか？それが夏期講習です！！ 

例年ももちろん大切な講習でしたが、今年は例年以上に大切な講習となります。中３生はもちろんですが、小学生に

とっても、中１・２生にとっても、高校生にとっても、重要な夏期講習が始まります。「コロナのせいで夏休みがない

から復習できなくても仕方ない…」そんな言い訳をすることなく、自分自身と戦う夏にしましょう！先生たちも、全力

でサポートします！！ 

 

 

ITTO個別の夏期講習は、生徒一人ひとりの目的に合わせて回数や受講コースを選べます。 

  

 

 

申込み受付開始 6/29(月)より 講習申込書に、受講料・教材費を添えて校舎まで 

※「部活の予定が分からない」など日程を決めかねる方も、夏期講習の時間割を決める都合上、 

第一次締切が 7/24（金）となります。８月中も受付を致しますが、7 月中にお申込みをお願いいたします。 

 

 

 

   今年は、短い夏休みとなりますが、夏休み期間は、既習範囲の復習とお子様方に自信を持たせることで 

秋以降の成績向上に大きく影響します。また受験生には受験期の不安を吹き飛ばすほどの影響になります。 

毎年、夏期講習で単元の学習を入念（1 科目２シート以上）に行った生徒は、秋以降の定期・実力テストで、 

夏休み前より大きく得点をアップさせております。昨年は、5 教科で１８７点（5 月の実力テストから 11 月 

の学診にかけて）上がった生徒もおります。※昨年の茨城県内の当塾の生徒です。 

   夏休みの努力は結果として早ければ 10 月頃、遅くとも冬に必ず現れます。 

夏期講習には必ずご参加下さい。お申込みについては、随時受付できますが「授業時間割」の設定は、お申込 

順となりますので、お申込みが遅くなると希望日に授業が組めない場合も多々ございますので、７月初旬には 

お申込み頂きますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

講習受講前に  

受講回数・教科・単元を 

ご提案します｡ 

講習申込書に受講

料・教材費を添えて

ご提出下さい。 

早くご提出頂いた 

方から日程を 

決めます。 

7/6(月)頃から  

個別時間割を 

順次配布します。 

7/13(月)～  

夏期講習  

開始！ 
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小学生の皆さんへ 早い段階で基礎力の育成を！  

小学生、特に小４から小６はゴールデンエイジと呼ばれます。この時期は能力の伸びもよく、一度身につけ 

たものは、今後の成績や能力・思考力の伸長に直接的につながっていきます。学習は積み重ねです。勉強が苦 

手になる大きな要因は基礎学力の欠如がほとんどです。学力のベースを正しく身に付けて欲しいと思います。 

 

中学 1 年生の皆さんへ  中１の学習は大切！ 中学・高校の学習の土台です。 

中学の勉強は、中１の学習内容が全ての土台となります。受験生になって「中１からちゃんとやっておけば 

良かった」と思う中学３年生が多くいます。また、８月下旬からは予習分野も進めていきますので、苦手分野は  

夏休み中に復習しておかないと、今後がどんどん辛くなってしまいます。後々につながる勉強時間を、充実した 

環境で過ごしてください。 

 

中学２年生の皆さんへ  入試必出単元の山場は秋以降から 

中学 2 年生の秋以降は受験必出単元の学習が目白押しです。特に英語では不定詞、数学では一次関数。非常 

  に重要な単元ですが苦手にしてしまう生徒さんもたくさんいるため、夏期講習ではこの単元を苦手にさせない 

ため今までの単元を復習することをメインにします。学校がある中で部活動の練習も大変だとは思いますが、 

2 学期にスムーズに入れるように、夏休みのうちにしっかり備えておきましょう。夏休みを正しく過ごせるか 

どうかで、今後の成績が変わってきます。 

 

中学 3 年生 「高校受験する」の皆さんへ 

  ★夏個別 1 人ひとりの課題を集中学習！ ★「受験対策総合講座」と組み合わせて効果的な夏を！ 

夏個別では科目・単元ごとに集中学習します。自分の弱点となっている基礎分野や知識内容の補強、または、 

発展や応用などの伸ばしたい分野も集中的に学習しましょう。 

「受験対策総合講座」と組み合わせることでより効果的な夏の学習となります。  

 

★受験対策総合講座 受験勉強も本格的に始動！★ 

中学 3 年生は、部活動に区切りがつき、勉強中心の生活になります。夏と、秋の「高校入試対策」では、高校

入試５科目の既習単元の復習を解説と演習にて行います。夏休み期間は、３０００分の一斉講習【集団形式】で、

5 科目の復習、夏個別（２シート以上）と併用し 5 教科を徹底的に学習します。夏休みに中１・中２の学習単元

の重要事項を復習します。そして、9 月以降は演習を行いながら高校受験へのベースを作り上げます。授業外でも

塾で勉強、宿題への取り組みと「今までこんなに勉強したことない」という感想が、必ず聞けるはずです。  

 

 高校生 自分の進路を見据える時期  全て「自分のこと」ですよ。 

    高校 3 年生は、進学に向けた最後の勝負の時です。自分の受験に必要な科目をどんどん解いて下さい。 

高校 2 年生、高校 1 年生は、次の進路を明確にする時期です。「なんとなく大学かな」ではなく、将来の進路 

を決めるにあたり、資料請求や大学オープンキャンパスなどへ参加して気持ちを固めて下さい。 

保護者様に 

    お子様方には、「コロナを言い訳にしない！自分と戦う夏に！！」というスローガンのもと、夏期講習に参加して

頂きます。成績を向上させるには、どうしても保護者様のご協力が必要になります。保護者様も「学習量を増やす」  

  と受け取って頂き、お子様に講習授業を受けさせて頑張らせて頂きますようお願いします。成績を上げるためには、 

何度も繰り返す時間が必要ですが、自宅だけでは補えない学習時間が、我々の講習にはあります。この夏に、 

頑張らせた分、お子様の自信となって戻ってきますので、私どもの趣旨をご理解頂き、講習の受講をよろしく 

お願い致します。 
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Ⅱ；夏期講習の講習内容 

 
 

 

 

＜＜＜夏！個別＞＞＞  

 

◎1 対 3 形式の個別指導 

    授業内容；既習単元の復習を中心に行います。 

単元ごとの定着を深めます。 

     一部 9 月以降の先取り授業も行う場合があります。 

   この夏 中学生・高校生には、1 コマ５0 分の授業を準備 

    1 シート 1 科目 50 分×8 回 

    通常授業で換算 １か月分の授業時間に相当します  

             （スタンダード週１回の授業） 

 

 

◎マンツーマン指導  ※要室長面談 

    授業内容；さかのぼっての復習が必要な単元を指導 

        国私立難関私立高校受験対策 

        有名国公私立中学受験対策 

 

 

◎共通事項 

〈対象学年〉小学 1 年生から高校 3 年生  

  

〈授業科目〉国語・数学（算数）・英語・理科・社会より選択 

 

〈授業形式〉1 シートごとに販売いたします。 

       注意；1 シート(8 回)で 2 科目以上の受講はできません。 

小学生；1 回 50 分授業×8 回  

中学生；1 回 50 分授業×８回  

高校生；1 回 50 分授業×8 回  

 

  〈授業時間〉夏休み期間中；1２:00～21:50 の間にて講習授業を組みます。 

 

  〈特典〉  ５～９シートまで → 受講料合計（税込）から５％割引 

        １０シート以上   → 受講料合計（税込）から１０％割引 

          

〈申込み方法〉夏期講習申込書に必要事項を記入の上、受講料・教材費を添えて教室にお持ち下さい。 

         室長のご提案コースでのご受講がお勧めです。 

         申込順の優先受付になりますが、校舎事情により日時の変更をお願いする 

場合がございますので、予めご了承下さい。 

夏！個別(1対3）　塾生料金

　小学生　1シート　1科目50分×8回

14,300円 ⇒ 12,100円

　中学生　1シート　1科目50分×8回

※通常授業(スタンダード週1回）一ヶ月相当

　 16,500円 ⇒ 13,200円

　高校生　1シート　1科目50分×8回

※通常授業(スタンダード週1回）一ヶ月相当

　 22,000円 ⇒ 17,600円

夏！個別(マンツーマン）　塾生料金

　小学生　1シート　1科目50分×8回

19,800円 ⇒ 17,600円

　中学生　1シート　1科目50分×8回

※通常授業(スタンダード週1回）一ヶ月相当

　 23,100円 ⇒ 20,900円

　高校生　1シート　1科目50分×8回

※通常授業(スタンダード週1回）一ヶ月相当

　 33,000円 ⇒ 27,500円
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7月23日以降のお申込の場合、初回お支払金額が変わりますので、教室までお問い合わせ下さい。

《中学3年生　お支払い方法》

分割払い

7月22日まで

　受験対策の残額を3回に

分けてお支払い頂きます。

　※各月の授業料引落し

時、指定口座からの引落し

となります。

第3回

9月26日
19,200    円

第4回

10月28日
19,200    円

7月22日までの

初回お支払い

第2回

8月26日
19,200    円

金額内訳

受験対策：115,200円

教材費：9,900円 オリジナルノート

メンバーズカード　100ポイント

67,500    円 現金 受験対策：57,600円

教材費：9,900円
申込書と合わせてご持参

オリジナルノート

メンバーズカード　30ポイント

一括支払い

申込み特典

7月16日まで 125,100 円 現金

お支払い方法 申込期間 お支払い金額(税込）

   

＜＜＜中学 3 年生 高校入試対策総合講座(一斉講習) 夏期＋秋期対策＞＞＞ 

受験生の夏  

「夏を制する者は受験を制す」 
    高校入試対策講座は、7 月～8 月と、9 月～12 月「高校入試対策」の総称です。 

    冬期・1 月からは、公立高校入試までは「入試直前対策講座」を用意しております。 

 

 

受験対策として、中学 1・2 年生の復習を単元順に学習します。この講座は指導内容が濃く充実した 

カリキュラムですので、既習単元の確認と定着ができます。授業は、受験に精通した教室長を中心に、 

一部選抜講師陣で責任を持って担当致しますので、ご安心頂けます。 

    正しく復習し受験に対する意識を持たせる為、学習時間の確保にも最適です。 

本講座は定員制の為、お早めにお申込みください。 

 

 

 

《日程》夏期；７月２３日から 8 月２２日 ３０００分の授業 

高校入試対策；９月中旬から 12 月中旬 ３０００分の授業 

 

    定員；12 名×１コース  ※例年 7 月初旬には、定員となります。 

  《実施日》現在最終調整中    9 月以降は木曜日の予定です。 

授業時間例 （夏休み中）12 時～1６時 50 分 (9 月から 12 月) 毎週木曜 1８時～２１時５０分 

《授業科目》受験対策主要５科目       

《受講料》受験対策総合講座 ３０００分 125,100 円（税込） 

       料金内訳 ＝ 受講料 115,200 円 教材費 9,900 円 

       夏休み期間は「夏！個別」で苦手科目の受講もお勧めいたします。 

※スケジュールは同封のカレンダーをご覧ください。 
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☆☆参加受講特典☆☆☆ 

夏期講習参加者全員へ プレゼント 

① メンバーズカードへ加点 ※申込みシート数により加点 

    1 シート 15 ポイント（2 シート以上 1 シート 5 ポイント加算） 

② オリジナルノート 

     グッズデザインについては、実際と異なる場合がございます。 

 

中学 3 年生対象 高校受験対策総合講座 受講プレゼント 

       ☆一括でお申込み・お支払い頂いた場合 

        ・メンバーズカードへの加点           １００ポイント 

                      

        

 

7 月初旬までにお申込み頂くお願い 

   例年 9 割以上の塾生が受講する夏期講習です。今年は、7 月・8 月の学校がありますので、部活動の予定も

いつ出されるか不透明ではありますが、部活の予定表が出てから申込み頂くと、授業日程を無理に詰め込む

場合がございます。講習日程の調整は、部活動の予定が出てからでも変更可能ですので、安心して 7 月初旬

までの申込みをお願い致します。 

   ※７月 1０日までにお申込み頂きますと、優先的に日程組みを行わせて頂きます。 

 

塾生特典 

   ☆友人紹介特典（申込みと同時に紹介カードが必要になります。） 

     友人が夏期講習に申し込むと 紹介した塾生へ  

ITTO オリジナル図書カードまたは、ギフトカード 3,000 円進呈 

      

   ☆新規入会特典 

     夏期講習に参加頂き、9 月末日までにご入会の手続きをされた場合 

     ・入会金免除 ※他塾からの転塾の場合は、初年度年会費免除 

 

   ☆兄弟姉妹特典 

     教室に通われていない塾生の兄弟姉妹の方が夏期講習をお申し込み 

頂いた場合の受講料は、塾生料金となります。 
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Ⅲ；夏期講習のお友達紹介キャンペーン 
    夏期講習のお友達紹介キャンペーンが始まります。今回は、夏期講習に誘ったお友達が講習に申込みすると 

     紹介してくれた塾生とお申込み頂いたお友達双方に 

3,000 円分のオリジナル図書カードまたは、ギフトカードを進呈致します。 

またご紹介によりご入会されたご家庭には、入会金免除のキャンペーンが適用されます。 

同封しました「友人紹介カード」をお友達にお渡しください。 

 

この夏 友達と、競い合ってみましょう！ 

紹介してくれた生徒（塾生） 

       友達が講習受講したら ⇒ 3,000 円分のオリジナル図書カード または 

3,000 円のギフトカード進呈 

     紹介されたお友達（兄弟姉妹） 

       特典１；3,000 円分のオリジナル図書カード または ギフトカード進呈 

特典２；入会金免除（9 月末日までにお手続きが必要となります） 

       特典３；転塾により入会となった場合は、初年度年会費を免除 

        ※転塾は、学習塾から となり、入会月の当月に在籍中または当月末退会予定の場合  

         ※特典のお渡しは、該当キャンペーン終了後となります。 

 

 

 

Ⅳ；夏期講習に向けた保護者面談の実施について 

 6 月 15 日より生徒様の「学習状況」について面談を行い報告させて頂いております。 

今回の面談は、4 月からの２か月間の様子についてお話し、それを踏まえてと夏期講習 

受講のご提案をさせて頂いております。学力を向上させる為、夏休みを過ごすにはどう 

したらよいか、またお子様の現状や今後についてお伝えさせて頂きます。 

  お手数ではございますが配布済の「面談申込書」に面談希望日を記入の上、ご提出 

 をお願い致します。お話し合いの内容により、7 月に 2 回目を行う場合もございます。 

 面談申込書には、第四希望日時までご記入下さい。 

  私たちにとっては、塾生の保護者様とお会いできる絶好の機会であります。 

是非とも保護者面談ご参加くださいますようお願い申し上げます。 
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Ⅴ；7 月・8 月 休校日と通常授休講日       

 

校舎休校日 自習室・事務受付 すべての業務はお休みです。 

7 月 4 日(土)・5 日（日）・11 日（土）・12 日（日）・18 日（土）・19 日（日）・26 日（日） 

     8 月 2 日(日)・9 日（日）・16 日（日）・23 日（日）・30 日（日） 

 

   夏期休業期間 お盆の期間となり、教室業務すべてお休みになります。 

8 月 13 日（木）・14 日（金）・15 日（土） 

 

通常授業休講日  夏期講習 夏！個別、中３夏期一斉講習 の授業は行います。 

  8 月 12 日（水）・・・・（7 月 29 日の第 5 週目と休講日を入れ替えます。） 

8 月３１日（月）・・・・（第 5 週目となります。） 

第 5 週目はスタンダードプラン・フリープランの授業は休講です。 

※7 月 29・30 日・31 日は 5 週目ですが、8 月 1２日～14 日と入れ替え、通常授業を行います。 

 

 

                                                    

※  同封物について（以下同封されています） 

                  

夏期講習挨拶文       

夏期講習提案書 

夏期講習申込書       

カレンダー（中３生のみ）  

 

 

ITTO 個別指導学院 那珂菅谷校 

教室長 金子 恵美 
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7月
8月

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

6月29日 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日

夏期講習 一斉講習⑪ 休校日 休校日

受付開始

7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日

一斉講習⑫ 休校日 休校日

7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日

休校日 休校日

7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日

休校日

7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日

８月分授業料 休校日

口座引落日 通常授業あり 通常授業あり 通常授業あり

8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日

休校日

8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 8月16日

※通常授業休講 休校日 休校日 休校日 休校日

8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日

休校日

8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日

９月分授業料 中学生 休校日

口座引落日 茨統テスト

8

月

4

週 夏　期　講　習　期　間　　

8

月

2

週 夏期休業日

8

月

3

週

８月度　ITTO模試実施期間

夏　期　講　習　期　間

夏　期　講　習　期　間

7

月

5

週 夏　期　講　習　期　間　

8

月

1

週 夏　期　講　習　期　間　

4

週 夏　期　講　習　期　間　

冷蔵庫などに貼って

ご利用下さい。 ITTO個別　カレンダー

7

月

1

週

7

月

2

週

7

月

3

週

７月度　ITTO模試実施期間

夏　期　講　習　期　間　

7

月


