
1 

 

  

2020年 

12月 15日発行               ひたち野うしく校の 

 かわら版 12月号 
 

 
 

ひたち野うしく校に通われている生徒・保護者のみなさんへ 
            冬期講習の申し込みを受付しております。学校の授業内容の定着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直前まで責任もって指導致します。 

 

 

            

              ひたち野うしくの中学 3 年生の生徒・保護者のみなさんへ 

              現在 １・２月直前対策講座の申込み受付中です。（定員制） 

高校入試まで、自分自身の精神力を鍛え、得点力と合格力を高めていきます。 

 

    ＝＝冬期講習について最終のご案内＝＝ 

＝＝お友達紹介キャンペーン実施中！＝＝ 

１．お知らせとお願い 

２．各種ご案内  

○ 保護者面談について 

〇 自習室の活用について 

〇 茨城統一テストについて 

〇  受験終了から 3 月末までの授業について（中学 3 年生・高校 3 年生） 

〇 ITTO 模試（暗記テスト）について 

〇 ひたち野うしく校ホームページについて（随時更新中） 

            

 

 

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

（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 

受付中 

2020 年度 
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「過去最高の努力を」 
 

 まもなく冬休みです。受験生は冬休みを境に受験の数か月が始まります。受験生は最後まで全力で 

頑張っていくことになります。ひたち野うしく校全体でサポートし、合格という結果を手にする日に 

向かっていきましょう。 

受験生が努力をするのは当然のことですが、特に中２・中１生に過去最高の努力を期待します。 

今年はコロナウィルスの流行で学校が出遅れ、皆さんの学習・成長にも影響があったと思いますが、 

比べるものがなく、自分自身では気づきづらいかもしれません。長年授業をしてきた私の立場からは、 

いつもよりも勉強に苦労をしている生徒が多いと感じます。コロナウィルスに負けないという言葉を 

よく聞きます。コロナに負けないことは、小・中学生にとっては、勉強で成功を収めることでもある 

と思います。コロナウィルスを都合のよい言い訳にしないために、過去最高の努力が必要です。 

 

概要 

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＞ 「総合受験対策講座」 

高校入試に向けて、中学３年間の総復習・総確認・テスト解法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。 

          下記、「受験対策講座」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！ 

        通常授業だけでは、学習時間は足りません。この冬、本気になって下さい。 

 

＜小学生＞   現学年までの苦手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、大学入試対策の最終確認。 

高１・２生は、次の進路になる大学入試に向けての内申点アップの為の補強に 

「高校生用 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。 
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〇●冬’個別○●（生徒３人×講師１人）・・・全学年必須 

  生徒３人×講師１人 （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（小学生 50 分×６回）（中学生・高校生 80 分×6 回）を受講科目分のシー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、1３時０0 分～２１時 50 分です。（１２時前など、時間外の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＝2.8 セット、中学生＝4.7 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・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。 

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。 

学年を遡っての指導になりますので、より短期間に理解を深められます。 

□ 実施時期は、１２月 1 日（火）～1 月 15 日（金）です。 

□ 時間は、1３時０0 分～２１時 50 分です。（１２時前など、時間外の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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1シート 2シート 3シート 4シート
６回 １２回 １８回 ２４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。5シート以上の受講も可能です。

授業回数

52,800¥       70,400¥       
小学生

(1ｺﾏ50分）

通常料金 24,640¥       35,200¥       

塾生割引 22,880¥    31,680¥    47,520¥    63,360¥    

80,960¥       
中学生

(1ｺﾏ50分)

通常料金 29,920¥       40,480¥       60,720¥       

塾生割引 26,400¥    33,440¥    50,160¥    66,880¥    

41,360¥       56,320¥       84,480¥       112,640¥      

塾生割引 34,320¥    45,760¥    68,640¥    91,520¥    

高校生
(1ｺﾏ50分)

通常料金

１セット ２セット ３セット ４セット ５セット
80分×6回 80分×12回 80分×18回 80分×24回 80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。

小学生

通常料金 17,600¥       35,200¥       52,800¥       70,400¥       

塾生割引 15,840¥    31,680¥    47,520¥    63,360¥    79,200¥    

88,000¥       

中学生

通常料金 20,240¥       40,480¥       60,720¥       80,960¥       101,200¥      

塾生割引 16,720¥    33,440¥    50,160¥    66,880¥    83,600¥    

高校生

通常料金 28,160¥       56,320¥       84,480¥       112,640¥      140,800¥      

塾生割引 22,880¥    45,760¥    68,640¥    91,520¥    114,400¥   



4 

 

○●高校入試 直前対策講座○● 
 

    中学３年生専用の講座です。 

  合格するための直前入試対策講座です。公立高校の入試対応力を直前まで磨き続ける 

入試直前講座です。 

 

＜概要＞  

 

  冬期講習の個別授業とセットで、1月・2 月まで続けて入試へのフォローをいたします。 

  お子様の状況に合わせて、各プランのご提案をいたします。 

 

                   

＜＜＜各プランの詳細＞＞＞   

 

① 冬期講習 4 セット＋1 月・2月一斉講習 

※定員制の授業となっております。お申込順に受付いたしますので、お早めのお申込みにご協力ください。 

 

一斉講習 

       ○実施日： 1月度 1月 23 日・30 日 

2 月度 2 月 6日・13日・20 日・27日  

 ○受講料； 98,540 円(税込)  

 

    ＜料金に含まれるもの＞ 

・ 一斉講習 6 回の授業料と教材費 

・ 個別指導（冬’個別２セット分）の講習料・・・冬’個別の教材費は、受講科目分別途徴収。 

・  入試直前土曜一斉講習６回の授業料と教材費 

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

 

② 冬期講習 ５セット＋1 月・2月マンツーマン授業 

     マンツーマン授業 

○実施期間 ；12 月１日（火）～2 月 27日（土）で日曜日除く 

           上記実施期間内で 20回の授業を組みます。 

     ○受講料； 148,660円（税込） 

 

    ＜料金に含まれるもの＞ 

・ 個別指導（冬’個別の５セット分）授業料 

・ マンツーマンの授業２0回分の料金 

※マンツーマン用の教材は、相談の上決定します。（別料金） 

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

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

 ★指導は教室長また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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ITTO 個別指導学院ひたち野うしく校を紹介して下さい。 

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） 

1年の締めくくりの月となり、冬休みには学習の刺激が必要な時期となりました。 

お友達と一緒に勉強してみませんか？  

仲良しの友達と競い合いながら、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。  

 

◇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。 
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１：お知らせとお願い  

○年末年始のお休み 

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。 

  

○退会に際してのお願い 

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（卒業・一般）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。 

 

○アルコール消毒・マスク着用のお願い 

     新型コロナウイルス・インフルエンザ等感染症の予防対策として、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。引き続き塾生全員にマスク着用をお願いいたします。 

各ご家庭には、ご負担をお掛けすることになり誠に恐縮ではございますが、ご理解を頂きご家庭にてお子様の 

マスクをご用意いただき、通塾の際には着用して頂きますようお願い申し上げます。 

尚、いばらきアマビエちゃんの登録を毎回入室時にお願い致します。 

 

２：各種ご案内 

〇保護者面談について  

 秋の「進路・学習面談」は終了いたしましたが、受験生のご家庭では、併願私立高校の合格区分や公立 

高校の出願倍率を見て受験校の最終決定をする予定になっているご家庭もあります。出願までの期間は、 

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。 

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。 

 

〇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。 

 

ひたち野うしく校では、自習室（自習スペース）を常に開放しております。自習に来てくださる生徒は 

大歓迎です。通常時は１６時から、長期休暇期間は１４時から２２時まで自習室を開放しております。 

受験対策に過去問を勉強したり、友達と教えあったりするなど計画的に学習を行って下さい。ご家庭で 

勉強がなかなか進まない方、一人では不安になってしまう方は、ぜひ自習室を上手に活用して下さい。 
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○茨城統一テストについて  

●１月の会場模試のご案内 

     中学３年生  

会場模試を受験して、本番の雰囲気になれましょう。中学３年生は、全員会場にて受験をお願いいたします。 

 

実施日時; 1月 10 日（日） ８時１０分集合  13時３０分終了予定 

会 場； つくば秀英高等学校   

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

費 用； ４，５００円 ※お支払い期限 12月 25日（金）   

  ※ 会場までの送迎は、各ご家庭でお願いをいたします。また、該当日に受験が難しい場合はご相談下さい。 

 

●11 月第 5 回茨城統一テストのご案内 

中学 2 年生、中学 1年生は来たる入試に向けて、現在の理解度を確認しておく必要があります。 

ご都合調整いただき、期間内での受験をお願いいたします。 

 

実施日； １月 9日（土） 17時 30 分集合 21時 30分終了予定 

会 場； ITTO個別指導学院 ひたち野うしく校 

      持ち物； HB以上の鉛筆、またはシャープペンシル、消しゴム、作図用具 

        同封の申込書とテスト代４,000 円を添えてお申し込み下さい。 

上記日時に受験できない場合は、1月 4日から１月 8日の期間内で受験が可能となります 
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〇受験終了から３月末までの授業について(中学３年生・高校３年生) 

中学３年生は、受験終了月より３月末まで高校入学準備期間として中学３年間の総復習と入学する 

県立高校・私立高校より出されています入学前課題や、3 月に実施されますクラス分けテストの対策を行います。 

さらに 

＊＊＊高校入学後の継続受講のお勧め＊＊＊ 

   特に数学は、最初が肝心であり、苦手になってしまうと３年間取り返しの使いないことになってしまいます。 

当塾でも年々、中学 3 年生まで通塾し卒業退会して早ければ数か月後より再入会の連絡を頂くケースが増えて 

おります。しかし、年度途中からですと高校生を指導する講師の確保が難しいこともありますが、苦手になって 

から再入会することになり、学校の授業に追いつくまでに時間がかかります。 

４月から継続されて高校カリキュラムをプログラムすることをお勧めいたします。 

 

 

    

☆中学３年生 今後のケースと手続き方法について☆（高校継続特典案内 2021 配布） 

Ａ；受験終了後より、３月まで中学３年間の学習の総復習を行い、４月から高等部に引き続き在籍し、 

英語・数学などを中心に受講するケース 

「年会費免除申請書」をご提出下さい。高校入学後１年間は年会費が無料となります。 

※ただし、中３の３月まで在籍し、４月以降継続して受講する場合のみ有効です。１ヶ月でも期間があくと 

年会費無料の対象にはなりません。 

また高校生と中学生の授業プランが異なるため、４月以降、日時の変更をお願いすることになります。 

 

      Ｂ；３月末まで在籍するケース 

進学決定後は、「入学前課題」や３月のクラス分けテストに向けた学習を行います。 

プリント等で、高校授業内容の準備もしつつ、３月末日で卒業退会となります。 

２月 20 日までに退会届を提出して頂きます。「ＰＡＳＳ ＣＡＲＤ」をお渡しいたします。 

 

C； 私立高校進学決定の為２月末日にて退会するケース 

（入学前課題が出されますので、この時期の退会はお勧めいたしません。） 

１月 15 日までに退会届を提出して頂きます。「ＰＡＳＳ ＣＡＲＤ」をお渡しいたします。 

  「ＰＡＳＳ ＣＡＲＤ」とは、卒業退会後（高校入学後）に再び、当塾にて授業を受ける（再入会）場合、入会金を無料とするものです。 
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〇 ITTO 模試（暗記テスト）について 

          

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(中学生のみ)の暗記科目】 

       ◎試験時間は 1 教科 10 分程度。授業時間以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。 

       

 

○ひたち野うしく校のホームページについて 

      

http://www.leo-virgo.co.jp/contents/category/hitachinoushiku/  

        

ひたち野うしく校のページには、右の QR コードよりお入り頂けます。 

ブックマークして頂き、ご覧ください。 

 

 

 

 

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。 

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」からお願いいたします。 

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。 

 

 

                   

以上 

                 ITTO 個別指導学院 ひたち野うしく校   

担当マネージャー 赤根 和茂 

教室長 鈴木 大輔 
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12月
1月

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

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

冬期講習 休校日 休校日

塾生開始

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

休校日 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 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 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

休校日 休校日

1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日

休校日 休校日

1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日

休校日

休校日

1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日

２月分授業料 休校日 休校日

口座引落日

1

月

4

週

高校入試

つくば秀英高

つくば国際大学東風高

高校入試

常総学院高

江戸川学園取手高(第2回)

1

月

1

月

2

週 冬　期　講　習　期　間

3

週 １月度　ITTO模試実施期間

1

2

月 年　末　年　始　休　校　期　間

1

月

1

週 冬　期　講　習　期　間　

ITTO個別　カレンダー

1

2

月

1

週 冬　期　講　習　期　間　

高校入試

茗渓学園高校

1

2

月

高校入試

霞ヶ浦高校

高校入試

土浦日本大学高校

つくば国際大学高校

取手聖徳女子高

高校入試

東洋大学附属牛久高

江戸川学園取手高(第1回)

5

週 冬期講習期間　

2

週 冬　期　講　習　期　間　

1

2

月

3

週

12月度　ITTO模試実施期間

冬　期　講　習　期　間　

1

2

月

4

週 冬　期　講　習　期　間　


