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10月 26 日発行               守谷久保ヶ丘校の 

かわら版 
             11月号 

 

        

 

 

 

 

受付が始まります！ 
            久保ヶ丘校に通われている生徒・保護者のみなさんへ 

            冬期講習の申込み受付が始まります。学校の授業内容の理解を深めるチャンスです。 

            中３受験生には、直前対策講座で入試前日まで責任もって指導致します。 

 

学習内容の理解と定着を行う、冬期講習のご案内となります。 

１．お知らせ 

２．お願い 

３．１１月 塾のテストのご案内 

４．当塾のホームページのご案内 

５．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 

2020 年度 
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教室長からご挨拶 

みなさんこんにちは！ 

1 つのテストが終わり、次のテストまで少し期間がありますが、次の目標に向けてスタートは切れていますか…？ 

中３は内申に関わる定期テストが終わり、ここからは入試本番に向けてギアを上げていかなければいけません。 

受験生でなくても周りと差をつけるには、 

周りがやらないときにやる、周りの人よりも頑張る。しかありません！ 

 

テスト後の気が緩みがちな今こそ差をつけるチャンスです。 

今週中にやり直しを済ませて、冬の学習の計画を立てて差をつけていきましょう！！ 

 

冬休みまでには、学校のワークやスタンダードワーク、ITTO 問題集などの教材を使って演習量を増やし、 

冬期講習で知識の定着を図っていきましょう！ 

久保ヶ丘校を使って勉強量を増やしていこう！！ 

         徹底復習を通して 

          「自信をつけ」得意科目へ。

概要 

冬期講習実施時期： 令和２年１２月１日（火）から令和３年 1月１５日（金） 

          塾外生は、12月１４日（月）～となります。 

＜中３受験生＞ 「高校入試 直前対策講座」（１・２月の入試対策講座です） 

高校入試に向けて、中学３年間の総復習・単元確認・解法・得点術の指導を行います。 

お子様の受験スタイルに合わせて受講出来ます。 

「目標校合格！」に向けて室長と面談を行い決定してください。 

          「高校入試直前対策講座の」案内をご覧ください。 

 

＜中学１・２年＞ 「学年末評価（内申点）」を確実なものにするラストチャンスです。 

この機会に「冬’個別」で、苦手科目を克服し、内申点アップを目指しましょう！ 

        主要 5科目のバランスを整える為、この冬、本気になって下さい。 

 

＜小学生＞   現学年までの既習単元・項目を総復習し理解する良い機会です。 

苦手科目中心の受講に「冬’個別」をご活用ください。 

 

＜高校生＞   高３生は、大学入試に向けて最終確認。 

高１・２生は、次の進路になる大学進学に向けての内申点アップの為の補強に 

「高校生 冬’個別」をご受講下さい。 

 

短い冬休みですが実りある冬期講習にするため、塾として全力で応援いたします。 

生徒様の現状を精査の上作成した「冬期講習の受講提案書」を同封いたしましたので、必要事項記入の上、 

お申込み下さい。また受講セット数の追加も可能ですので、室長までお気軽にご相談下さい。 
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〇●冬’個別○●（生徒３人×講師１人）・・・小学生・中学生・高校生対象 

    生徒３人×講師１人 1回８０分授業の個別指導です。（当塾がもっとも得意とする授業形態です。） 

1 セット 1科目（８０分×６回）を受講科目分のセット数を購入頂きます。 

苦手科目の克服には、1科目 2セット以上ですと、さらに効果が上がります。 

□ 実施時期は、１２月１日（火）～1 月１５日（金）です。 

□ 時間は、１２：００～２２：００です。（午前中など、左記時間以外の授業時間割を組む場合もございます。） 

同封の「2020 年度冬期講習・申込書」に必要事項記入の上、受講料・教材費を添えてお申し込み下さい。 

※１科目１セットとなります。 1 セット内で複数科目の受講は出来ません。 

 （参考）昨年度の全校舎平均購入セット数は小学生＝2.7セット、中学生＝4.8 セットでした。 

塾生のみの講習料金割引制度（塾生特典となります。） ※６セット以上の申し込みもできます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇●冬’ﾏﾝﾂｰﾏﾝ○●（生徒１人×講師１人） ・・・小学生・中学生・高校生対象 

    生徒１人×講師１人 1 回 50分の完全個別指導での形となります。お申込み前、要室長面談 

1 セット 1科目（50分×６回）を受講科目分のセット数を購入頂きます。 

学年を遡っての学習指導になりますので、より短期間に基礎基本の学習ができます。 

□ 実施時期は、１２月１日（火）～1 月１５日（金）です。 

□ 時間は、１4：００～２２：００です。（午前中など、左記時間以外の授業時間割を組む場合もございます。） 

同封の「2020 年度冬期講習・申込書」に必要事項記入の上、受講料・教材費を添えてお申し込み下さい。 

※１科目１セットとなります。 1 セット内で複数科目の受講は出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆冬期講習受講生のポイント加点のご案内☆☆ 

   ※冬期講習に参加するとお子様がお持ちのカードにポイントを加点します。 

        講習の申し込みが完了した時点・・・・・・・・・・・・10ポイント 
        新しい友達を講習に紹介し、手続きが完了した時点・・・・10 ポイント 
        毎授業の入退室でカードを通したら・・・・・・・・・・ 1 ポイント 

        茨城統一テストを受験したら・・・・・・・・・・・・・ 3ポイント 

１セット ２セット ３セット ４セット ５セット
６回 １２回 １８回 ２４回 ３０回

※上記金料金は、税込金額です。冬期教材費は含まれておりません。６セット以上の受講も可能です。

※冬期マンツーマン授業を希望される場合は、教室長までご相談ください。

塾生割引 22,880¥    45,760¥    68,640¥    

56,320¥       84,480¥       112,640¥      140,800¥      

91,520¥    114,400¥   

中学生
(1ｺﾏ80分)

通常料金 20,240¥       40,480¥       

高校生
(1ｺﾏ80分)

通常料金 28,160¥       

101,200¥      

83,600¥    

60,720¥       80,960¥       

50,160¥    66,880¥    塾生割引 16,720¥    33,440¥    

塾生割引 9,900¥      

44,000¥       55,000¥       

39,600¥    49,500¥    

小学生
(1ｺﾏ50分）

通常料金 11,000¥       

授業回数

22,000¥       33,000¥       

19,800¥    29,700¥    

１セット ２セット ３セット ４セット ５セット
50分×6回 50分×12回 50分×18回 50分×24回 50分×30回

※上記金料金は、税込金額です。冬期教材費は含まれておりません。　　６セット以上の受講も可能です。

※冬 個別の授業を希望される場合は、教室長までご相談ください。

高校生
通常料金 25,850¥       51,700¥       77,550¥       103,400¥      129,250¥      

塾生割引 21,450¥    42,900¥    64,350¥    85,800¥    107,250¥   

中学生
通常料金 18,700¥       37,400¥       56,100¥       74,800¥       93,500¥       

塾生割引 16,500¥    33,000¥    49,500¥    66,000¥    82,500¥    

小学生
通常料金 15,400¥       30,800¥       46,200¥       61,600¥       77,000¥       

塾生割引 14,300¥    28,600¥    42,900¥    57,200¥    71,500¥    
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○●高校入試 直前対策講座○● 

…中学３年生対象の必須講座です。 

  毎年ご好評を頂き、志望校に合格させる為の直前入試対策講座です。公・私立高校の入試問題に対応させて、 

冬期～入試前日までの講座です。下記プランの中から選択をお願いします。   

 

＜プラン概略＞ ・・・・・・・・・・・定員制となります。  

県立入試対策・・・・・・一斉講習（テストと解説）による総仕上げで合格力の完成を目指します。 

県立高校第一志望の生徒様向けです。 

             冬’個別（３セット以上）＋入試直前土曜一斉講習＋第 7回・第 8 回茨城統一テスト  

 

    個別指導集中対策・・・・・冬の個別指導で科目別対策行いバランスの良い実力をつける。 

                     一斉講習が苦手で個別の授業で受験対策したい生徒様向け 

                   冬’個別（５セット以上）＋第 7回・第 8回茨城統一テスト  

＜＜＜各プランの詳細＞＞＞   

 

□ ■■■県立入試対策■■■ □ 

 ⇒⇒⇒冬期講習 冬個別をご受講下さい。１・２月実施の土曜直前対策講座で県立入試対策！！ 

※毎年 こちらのプランより定員となりますので、お申し込み順受付とさせて頂きます。 

○実施日：ＴＳコース ； １月２３・３０日 ２月１３・２０・２７日 ⇒１０：００～１５：００ 

     ＭＴコース ； １月２３・３０日 ２月１３・２０・２７日 ⇒１５：３０～２０：１０ 

 ○受講料；４０，９８０円(税込)  

    ＜料金に含まれるもの＞ 

 入試直前土曜一斉講習の授業料と講座教材費と茨城統一(第 7回・第 8 回) 

 

※個別指導（冬’個別）の講習料と教材費は、上記受講料には含まれません。 

※上記以外で入試終了まで受験対策講座費（模試代含む）としてお支払頂くものは、何もございません。 

 

□ ■■■個別指導集中対策■■■ □ 

⇒⇒⇒冬期講習で個別指導中心の入試対策 

     ○実施期間 ；１２月１日（火）～１月１５日（金）で日曜日除く 

           個別指導（冬’個別）の授業となります。 

     ○受講料；冬個別のセット数及び受講科目数にて決定 

    ＜料金に含まれるもの＞ 

個別指導（冬’個別）の講習用と教材費 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ★指導は教室長・副教室長又は選抜された講師です。 

 ★申し込み方法＝同封の申込書に必要事項記入の上、受講料を添えてお申し込み下さい。 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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＜項目の解説＞ 

入試直前土曜一斉講習とは？？？ 

       「入試模擬問題」を大問ごとに解いて、ポイントを解説する授業形式です。 

       入試実践力の完成を目指します。 ※恒例の室長大予想「これが出る！」も聞き逃せません！ 

     授業時間（１・２月の土曜日）；ＴＳコース→１０：００～１５：００ ＭＴコース→１５：３０～２０：１０ 

※コース分けは、教室長が行います。受験に向けて自分との戦いの場にして下さい。 

※各コース定員がございます。定員になり次第締め切りとなります。 

※教室事情により開始時間が変更になる場合がございます。 

             

個別指導とは？？？  

冬‘個別による個別の授業（１×３）で冬期一斉講習の復習や、入試頻出単元を総復習します。 

テストで間違った箇所をその場で学習し直すことで弱点を無くし、理解を深めます。 

 

ITTO 個別指導学院久保ヶ丘校を紹介して下さい。 

（友人紹介セットと紹介カード同封） 

冬期講習同時お申込みキャンペーン 

  紹介された方が、 

ご入会と冬期講習を同時にお申込みの場合 

☆☆☆ 紹 介 特 典 ☆☆☆ 

紹介してくれた塾生に 

図書カード２０００円分プレゼント！！ 
 

紹介されて入会したお友達は 入会金が全額無料です！！ 

 

        

 

 

 

 

   ※お友達紹介について（友人紹介セットと紹介カード同封） 

休校で始まった学校生活も、年度終わりまで５か月となりました。ちょっと学習の刺激が必要な時期となりました。 

仲良しの友達と競い合いながら、学習してお互いに成績アップを目指しましょう。 

同封の友人紹介セットと紹介カードを、友達に渡してください。 

その後、紹介された方が、体験授業予約の電話を頂く流れです。  
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◇兄弟姉妹のご入会特典について◇ 

    兄弟姉妹の入会に付きまして「兄弟姉妹割引特典」のご案内をいたします。 

       （１）２人目の生徒様の「入会金無料」 

（２）２人目の生徒様が入会した時点より、同時通塾されている期間、お二人とも「年会費無料」 

（３）同時通塾中は、お二人とも授業料が「５％割引」となります。 

かなりお得な制度となっておりますので、ご兄弟姉妹がいらっしゃる場合は同時通塾をお勧めいたします。 

 

１． お知らせ  

●１１月５週目休講および年末年始について 

ITTO個別指導学院 久保ヶ丘校では、どの曜日のご受講でも平等に 月 4 回（年 48 回）の 

授業となるようにする為、第 5週目にあたる場合は、授業を休講とさせて頂いております。 

１１月の第 5週目・年末年始については次の通りとなります。 

   

授業の休講について（第 5 週目） 

11 月 23 日(祝月)は、30 日第 5 週目と入れ替えまして通常授業を休講といたします。 

  中３秋期ゼミは、予定時間帯で開講致します。 

13 時～２１時まで自習室も開放致します。 

11 月 30 日(月)は、23 日と入れ替えておりますので、通常授業を実施致します。 

 

年末年始のお休みについて 

年末年始のお休みにつきましてお知らせ致します。 

教室の休校日は、12月 30 日（水）から 1月 3日（日）となります。 

休校期間中は、自習室・事務手続き一切をお休みさせて頂きます。 

  

 

２． お願い 

●４０日前ルールについて 

ご入会時にもお話しさせて頂いておりますが、当塾には退会を希望される場合は、希望日の４０日前に 

お申し出を頂き退会届けを頂く事(退会４０日前ルール)になっております。 

ご契約の内容確認として今一度入会申込書の裏面をお読み頂き、ご不明な点がございましたら、 

ご質問いただけれと思います。 

 

●実力テスト・定期テストの結果の提出について 

学校で実施されました実力テスト・定期テスト・学期終了時の通知表は、生徒様の今後の指導内容を確認 

するため、結果が返却されましたら、コピーの提出をお願いいたします。（成績表のコピーは教室で行なうこと 

もできます。）尚、テスト問題・解答用紙は、間違えた箇所の確認・直しを行いますので、テストが終了したら、必ず 

問題と解答用紙、成績結果の 3つを教室に持参下さい。 
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●通塾中の注意事項 （事故防止をお子様にお伝え下さい） 

      自転車通塾の注意として、ヘッドホンをしたまま、片手でスマホを見ながらの運転は、「絶対にしない」と、 

ご家庭でお子様との約束行って頂きますようお願い致します。オートライトでない自転車は、無灯火にしないこと 

も合わせてお願い致します。 

学校やご家庭でも指導はされていると思いますが、どれだけ危険な行為を行っているのか、塾生には、おりま 

せんが、今後見かけた時点で、「何かあってからでは遅い！」こと、自転車の危険性等、厳しく指導していきますの 

で、ご家庭の中でも話し合って下さい。 

年末の慌しい時期に入りますので、自分から事故を呼びこまないこと。自分を守ることが大切であること。 

是非お伝え下さい。小・中学生は通塾時出来ましたらヘルメットの着用もお願い致します。 

 

●マスク着用について 

インフルエンザ・マイコプラズマ肺炎・コロナウイルスの感染予防対策として、年度初めより、アルコール消毒液を 

設置し、講師のマスク着用を実施しております。例年通りではありますが、受験期に入る更なる対策として引き続き、 

塾生全員（受験生以外も）に塾内でのマスク着用をお願いすることになります。 

ご理解を頂きお子様のマスクをご用意いただき、通塾の際には必ず着用し、入室時アルコール消毒を行って頂き 

ますようお願い申し上げます。 

 

３． １１月 塾のテストのご案内 

●ITTO 模試（暗記テスト）のご案内  

 

ＩＴＴＯ模試は、やる気のバロメーター！！ 

学校の小テスト・定期テスト対策にもなります！！  

ＩＴＴＯ個別指導学院オリジナルの一問一答形式の模試です。 

         教科書の重要語句をピックアップした問題で、学校の定期テスト対策にも繋がります。 

         当塾塾生は毎月このＩＴＴＯ模試を受験し、基礎学力の定着をはかっていきます。 

         定期テストに同じ問題が出ることも多いです！ 

         友達とランキングを競い合うのも１つの楽しみでもあります。 

ＩＴＴＯ模試範囲を「ＩＴＴＯ問題集」で学習。 

         一問一答形式だから１人でも学習しやすく、「自学自習」の習慣づけにも役立ちます。 

         ◇塾生の受験料は無料です◇ 

          ITTO 模試の流れ 

          毎月月初  今月の模試の出題範囲をお伝えします。 

            ⇓ 

          毎月第三週目  テスト週間を設けます。 

                その間に校舎で受験して頂きます。 

          【受験科目は、国語・理科・社会・英語の暗記科目】 

       ◎試験時間は 1 教科 10 分程度。授業時間外で受験して頂きます。 

       ◎テストは、事前に配布した ITTO問題集と同じ問題が出題されます。 

       ◎結果集計後、成績優秀者名を校舎内に掲示させて頂きます。 

       ◎個人成績表も発行致します。 

   ◎満点シール；４教科で金色、３教科で銀色、２教科で銅色、１教科で白色を差し上げます(^^♪ 
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●茨城統一テスト 実施について 

中学３年生 会場もぎ   ・・・希望制にて会場で受験ができます。 

弱点発見・志望校判定・保護者面談・冬期講習の重要な資料となります。 

入試本番に向けて「試験度胸」をつけるために会場で受験することができます。 

 １１月２２日（日） 制服・マスク着用  

会 場；江戸川学園取手高等学校・つくば秀英高等学校より選択 

     時 間;午前８時１０分集合  午後１時３０分終了予定 

     持ち物；登録シート・上履き・筆記用具・作図用具・腕時計（携帯電話・スマホは試験中使用不可） 

          

※払込み締め切り日；１１月１３日（金） 申込書は塾生に配布致します。 

申込書とテスト会場費 4,500円を添えて室長まで提出下さい。 

      ※ 会場までの送迎は、各ご家庭でお願いをいたします。 

      

☆今年度の会場もぎ予定☆ 

     １月１０日（日） 

２月 ７日（日） 

 

中学３年生 教室受験   「会場もぎ」と同じテストです。 

弱点発見・志望校判定・保護者面談・冬期講習の重要な資料となります。 

「試験度胸」をつけるために全員受験して頂きます。 

 

 令和２年１１月２１日（土）  

会 場；ITTO個別指導学院 守谷久保ヶ丘校 

時 間 ;９時５０分集合 １５時終了予定。 

     持ち物；昼食・水筒・筆記用具・作図用具・腕時計（携帯電話・スマホは試験中使用不可） 

※払込み締め切り日；１１月１３日（金）  

申込書とテスト代 4,000円を添えて室長まで提出下さい。 

      ※２１日の受験が難しい場合は、別途ご相談下さい。１６日～２０日の平日に受験となります。 

 

中学１・２年生   ☆全県模試【茨城統一テスト（全 2回）☆新教研共催（テスト案内同封）】 

実施日；令和２年１１月２１日（土） 

時 間；中１・中２生；１５時２０分集合 １９時１０分終了予定  

場 所；ＩＴＴＯ個別指導学院 守谷久保ヶ丘校 

受験可能期間；1１月１４日～１１月２０日（教室開校日）となります。 

     申込み；受験料 4,000円を申込書と共に、お持ちください。 
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小学生標準テスト（進研テスト） 

小学４・５・６年生    

既習範囲の確認に向けた学習単元分析・学習指導・保護者面談の重要な資料となります。 

実施期間；令和２年１１月９日～１３日  

現在教室に通っていない対象学年の弟妹さんがおりましたら、是非ご受験下さい。 

会 場；ITTO個別指導学院 守谷久保ヶ丘校 

時 間；15 時以降 都合に合わせて テスト時間 小４生；1時間 25分 小５・小６生；2 時間 35 分 

     持ち物；筆記用具・作図用具・腕時計（携帯電話・スマホは試験中使用不可） 

※払込み締め切り日；１１月２日（月）  

申込書に必要事項記入の上、申込書とテスト代 4,000円を添えて室長まで提出下さい。 

 

●保護者面談のご案内 （実施中） 

１０月１２日（月）より教室長との「保護者面談」を中学３年生のご家庭から行っております。受験生にとっては、 

受験までの受験校の決定・学習対策をお話しさせて頂いております。１１月からは、全学年の保護者様と、お預かり 

している生徒様の現況の学習内容、ご自宅での様子などお伺いさせて頂きながら、今後の学習指導をお伝え 

させて頂くとても大切な面談となります。 

ご保護者様は、この機会教室の様子を見て頂くためにも、ご参加下さいますようお願い致します。 

 

     今回で定期的な「進路・学習面談」は終了いたしますが、“受験生”の中には、併願私立高校の合格 

区分や公立高校の出願倍率を見て出願の最終決定をする予定になっているご家庭があります。出願 

までの期間でいつでも保護者・生徒面談を承ります。ご希望の場合は、教室までお電話をお願い致します。 

「家庭でのお子様の様子が心配である。」「先生からもっとやるように言ってもらいたい。」等、お気軽 

      にご相談下さい。受験生以外の保護者様も心配な点は、いつでもご来校をお待ちしております。 

 

●自習室の活用について  

       現在自習室は、感染防止の為、授業日以外での利用をお控え頂いております。 

※授業曜日以外の利用を希望される場合は、事前に教室までお問合せ下さい。 

※密にならないように、時間帯を決めさせて頂きます。 

常々ご案内しておりますが、塾の開校日は、16～22時まで教室内ブースを「自習スペース」として 

開放しております。自習に来た生徒は、学校のワークやスタンダードワークを中心に学習し中 3 受験生は、 

中 1・2 年生の復習にも力を注ぎましょう。 

 

        ●通常授業の前に  ●通常授業の後に ●授業の無い日に 当塾の自習室をご利用下さい。 

但し、ムダ話・私語禁止、携帯電話、飲食の持ち込みは厳禁です。 

 

※保護者様へお願い 

      質問の受付時間がどうしても授業終了後になってしまいますので、勤務している講師全員で 

すばやく質問に対応したいと体制を整えておりますが、安全上できるだけ送迎をお願いできれば 

と思います。 

 

 

 

 



10 

 

 

４．当塾のホームページのご案内  

  （教室ブログ・今日の一番随時更新中）    

      守谷久保ヶ丘校ホームページはこちら⇒ 

スタッフブログも更新中 

 

ホームページアドレス  http://www.leo-virgo.co.jp  

 

当塾（ITTO 個別指導学院・みやび個別指導学院）を運営致します、株式会社レオ・バルゴが、ホームページ 

を立ち上げております。塾からのお知らせ、受験情報等、教室でのお子様の様子等、満載ですので是非ご覧下さい。 

今後も季節講習の案内やブログ、教室トピックス等、随時更新いたします。久保ヶ丘校のページをブックマーク 

してご覧ください。また、保護者様からは「こんな情報があったらいいのに」等、ご意見をお寄せ頂きたいと思い 

ます。お気づきの点がありましたら、お電話、またはホームページの「お問い合わせフォーム」からお願い致します。 

今回発送しています「かわら版」もホームページから見て頂くことができますし、PC・スマホからも、ご覧頂け 

ます。お知り合いで塾を探している方にも、当塾のホームページを是非ご紹介下さい。 

 

５．同封物について 

     「冬期講習案内文」 

  「冬期講習のご提案」 

 「冬期講習申込書」 

「茨城統一テス案内」 ※中３生会場もぎの案内は、教室に到着次第配布致します。 

     「小学生標準テスト案内」 ※全ご家庭に同封 

以上 

 

                           ITTO 個別指導学院 守谷久保ヶ丘校  

教室長 赤根 和茂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leo-virgo.co.jp/
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11月
12月

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日

中３秋期ゼミ 中3受験対策講座 休校日

11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日

中3受験対策講座 休校日

11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日

茨城統一(全県) 休校日

中１・中２・中３ 中３　会場もぎ

11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日

5週目授業休講 中3受験対策講座 休校日

中３秋期ゼミ 12月分授業料

口座引落日

11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日

中3受験対策講座 休校日

12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日

中3受験対策講座 休校日

12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日

休校日

12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日

休校日

12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日

1月分授業料 5週目授業休講 休校日 休校日 休校日 休校日 休校日

口座引落日

1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日

茨城統一 休校日

中１・中２・中３ 中３　会場もぎ

冬期講習期間

4週

１月

１週

5週

1週

12月

２週

12月

３週

12月

１２月

5週

1週

１２月度　ITTO模試実施期間

冬期講習期間

冬期講習期間

冬期講習期間

11月

12月

冷蔵庫などに貼って

ご利用下さい。 ITTO個別　カレンダー

11月

1週

11月

2週

11月

3週

11月

4週

１１月度　ITTO模試実施期間


