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○新年度ご挨拶 

○新年度キャンペーン実施中！！ 

   ★★★入会金無料キャンペーン★★★ 

○兄弟姉妹ご入会のお勧め 

 

１：お知らせとご案内 

２：お願い 

３：2022 年度 県立高校、中学・中等教育学校入学者選抜について 

４：自習室の活用について 

５：ITTO 模試について 

６：ホームページについて 

 

 

 

 ※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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○新型コロナウイルス予防対策について（教務部より） 

    当塾では、入り口すぐに消毒スプレーを設置しております。   

ご来塾の際は、消毒スプレーで手、指の消毒をしていただきますよう、お願い致します。 

原則として、校舎内に入る方全員に消毒をお願いしております。塾内にありますドアノブ等も、定期的 

に消毒を行っております。お手数ですが、敏感肌・アレルギーの方はお申し出ください。 

     また、通塾時、授業中は、マスクの着用をお願いしております。尚、体調がすぐれなかったり咳や 

くしゃみが出るようであれば、当日の授業をお休み頂く場合もございます。 

消毒・マスクの使用に関しまして、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

教室長より挨拶  

 

 水戸東校 室長の河野誉枝乃です。今年度も引き続き水戸東校を担当します。よろしくお願いします。 

  

４月になり新年度がスタートしましたね。まずは皆さん、進学・進級おめでとうございます！ 

新しい場所で、新しい学年で、皆さんが大きく活躍されることを心より願い、同時に期待しております。 

一日一日を大切に、そして大切に積み上げた日々が皆さんの飛躍につながるよう祈っております。 

 

今年度も今まで以上に『子どもたちにとって何が必要なのか？』を考えて日々教室運営をしていこうと考えて 

います。講師一同、定期テストや入試に備えて教材研究をかさね勉強会を行ってどうすれば効率よく点数 UP に 

つながるか？どうすればみんながもっとできるようになるんだろう？と試行錯誤しています。 

 

最終的な目標は志望校合格！ですよね。今年度の入試でも様々なドラマがありました。 

学校では「絶対に無理だ。諦めなさい。」と三者面談で言われたけれど、志望校をどうしても諦められず 

親子で何度も話し合いを重ね、挑戦→合格！といった生徒もいました。  

 

今年も入試終了後、発表までの間、毎年のことながらどうにもならない時間をすごしました。 

合格発表の日受験生たちからの合格の報告ひとつひとつがとても嬉しかったです。 

我が子の高校入試が過去のものとなってきましたが合格発表の日のあの嬉しさは一生忘れられません。 

全ての塾生、保護者の皆さんにもあの嬉しさ・感動を味わってもらいたいですね。 

 

志望校合格のために受験生が日々行ってきたこと、保護者が心がけていたことなど合格体験記として 

各生徒・保護者様に作成してもらいました。随時教室においてありますので興味がある方は来塾して 

ご覧になってください。 

 

 2021 年高校入試の受験結果は次の通りです。 

 （県立）水戸第二 ２名 水戸第三 ２名 水戸商業 ３名 那珂 １名 

     水戸工業 ８名 佐和 １名 那珂湊 １名 水戸農業 １名 

     大洗 １名 つくば工科 １名 

 （私立）水城 常磐 水戸啓明 水戸葵陵 大成女子 水戸女子  

 

今後も、お子様の勉強に対する『やる気』をより一層引き出し、『わかる』という感動を共に感じて 

いきたいと思っております。これからも ITTO 個別指導学院水戸東校をよろしくお願いいたします。 
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★★★お友達紹介キャンペーン （年に１度のキャンペーン実施中！） 

  

４月 28 日まで新規にご入塾された方は、入会金を“免除”とさせていただきます。 

年に１回の特別キャンペーンですので、お友達紹介キャンペーンと合わせて、新年度の入会しやすい時期に 

知人の方やお友達をご紹介いただければと思います。紹介キャンペーンは、兄弟姉妹の場合も対象とさせて 

頂きますのでご利用下さい。 

当塾に関心があるお友達や紹介したいお友達に、教室に置いてあります「紹介状」をお渡しください。 

紹介状をご利用してご入会して頂いた場合、素敵な「選べる特典」がございます。 

  

 

期間限定【４月 28 日まで実施中】 

お友達紹介キャンペーン 
 

塾生からご紹介いただいたお友達が、各プラン（フリー・スタンダード）への入会が決定すると、 

紹介者（塾生）・入会者のそれぞれに特典がございます。 

☆☆☆ 選 べ る 紹 介 特 典 ☆☆☆ 

紹介してくれた塾生に  

   ギフトカード 5,000 円分 

オリジナル図書カード 5,000 円 

紹介されて入会したお友達にも 

入会金が免除になります。 

 

 

※注意事項 

         ●紹介特典は、２つの中より１つお選びください。 

         ●ギフトカードの種類は、お選びできません。（限定 30 名となります） 

●入会説明時に紹介カードをご提出ください。４月２８日までに手続き書類、 

(初回費用のご入金が完了している方までが対象となります。） 

         ●特典のお渡しはキャンペーン期間終了後となります。ご了承ください。 
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★★★入会金無料キャンペーン （年に１度のＷ（ダブル）キャンペーン実施中！） 

  

 

４月２８日までにご入塾された方には、入会金を“無料”とさせていただきます。 

年に１回の特別キャンペーンですので、紹介キャンペーンと合わせて、入会しやすいこの時期に知人の方 

やお友達をご紹介いただければと思います。 

 

4 月 28 日までにご入塾された方には、入会金を“免除”とさせていただきます。 

年に１回の特別キャンペーンですので、紹介キャンペーンと合わせて、入会しやすいこの時期に 

知人の方やお友達をご紹介いただければと思います。 

 

 

 

 

★ 兄弟姉妹ご入会のお勧め  

  

   

本年度の学習指導要領の変更に向けて、学習時間は変わりませんが、 

学習内容が増えてきております。苦手になってしまう前に弟妹様の入会を 

ご検討下さい。兄弟姉妹割引のご案内をいたします。 

   ※兄弟（姉妹）で入会される場合の特典といたしましては、 

（１）二人目以降の入会金が免除となります。 

（２）二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、 

兄弟姉妹全員の「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：お知らせとご案内 

○塾のお休みについて 

     4 月２９日（木）～5 月５日（水）・・・ 年間指定休日ですので振替はございません。 

                        自習室・事務受付の業務をお休みさせて頂きます。 

     5 月６日（木）より、通常受付となります。 

           ＊＊＊年間予定は、校舎にて配布のカレンダーにてご確認ください＊＊＊ 

 

 

○茨城統一テスト（2021 年度）のご案内（校舎にリーフレットがございます。） 

    今年度の茨城統一テストの実施予定をお伝えいたします。 

中３生の 10 月以降の実施は、原則、会場模試を受験して頂きます。 

    ※日曜日に教室での受験は原則行いません。（座席数の関係で日曜日の受験をお願いする場合がございます） 

    ※受験料は、教室受験 4,000 円（税込） 中 3 生会場模試 4,800 円（税込）会場使用料込み 

    ※教室受験で平日実施の場合は、2 日間以上で科目を分けて受験が可能となります。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２：お願い 

○定期テストの成績表・学年末通知表提出のお願い 

         今後の学習計画と受験指導のデータとして、新年度プランの作成資料として、個人成績表が必要となり 

ますので、通知表と一緒に新学期が開始になる前までに塾にご提出をお願いします。 

コピーをしてその場でお返し致します。 

 

○通常授業の振替について 

     新年度にあたり当塾の授業（通常授業）の振り替えについて、改めてお知らせ致します。 

通塾されているすべての生徒・ご家庭に平等に対応させて頂くため下記ご案内となります。 

 また、振替日時は、ご相談の上、決定させて頂きますので指定日時にて調整下さい。 

振替授業日分の再振替は申し訳ございませんが、実施しておりません。 

授業をお休みされる場合は、必ず保護者様より、ご連絡を頂きますようお願い申し上げます。 

（注）申し出期日；お休みする前日までとなり、当日申し出の場合の振替はございません。 

種類 対象学年

全県模試 6月5日 (土) ～ 6月12日 (土) 中１・中２・中３ 6月13日 (日)

8月21日 (土) ～ 8月28日 (土) 中１・中２・中３ 8月29日 (日)

9月25日 (土) ～ 10月2日 (土) 中３ 10月3日 (日)

全県模試 10月30日 (土) ～ 11月6日 (土) 中１・中２・中３ 11月7日 (日)

11月27日 (土) ～ 12月4日 (土) 中３ 12月5日 (日)

全県模試 12月25日 (土) ～ 1月8日 (土) 中１・中２・中３

1月22日 (土) ～ 1月29日 (土) 中３ 1月30日 (日)

実施期間 中３会場模試
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スタンダードプラン・フリープラン  

  授業日の前営業日までにご連絡を頂くと、振替が可能となります。 

  ただし、振替は原則、当月内１回まで（週 1 回受講の場合）とさせて頂きます。 

   ※例･･･週 2 階受講生の場合は、振替は当月内２回まで 

  ※振替日は、教室より指定させて頂きます。 

  ※フリープラン 1 対 2、1 対 3 の場合は、グループ単位での振替となります。 

  授業日当日に欠席のご連絡を頂いた場合は、全てのプランで欠席扱いとなり、振替授業を 

  行うことができませんので、ご注意ください。 

 

 

 授業に遅刻する場合はご連絡をお願い致します。 

  連絡がなく授業開始 15 分以上過ぎても来塾されなかった場合、原則として授業は休講となり 

ますので、必ず授業開始時間までにご連絡をお願い致します。 

 

 

○５月までにおける担当講師の変更について 

     

新学年、新学期になります４月～５月の時期は、毎年のことではありますが、担当講師・授業日程が変更 

になってしまうことがございます。その理由といたしまして 

 

  ○社員・講師の社内配置転換による変更 

     ○学生講師の、新学期履修登録により大学・大学院の講義、ゼミの日程が代わってしまい、 

塾に来られる曜日、時間帯が変わってしまうことでの変更 

     ○３年又は４年間、頑張って頂いた学生講師が、卒業・就職することによる変更 

     ○多くの新規入塾生や、部活動で日程調整が、塾内で必要になったための変更 

    等の理由により、生徒・保護者様には、できる限りご迷惑をおかけしないよう担当講師を決定する 

努力を致します。また今年は、特にコロナウイルスの影響で、各大学のカリキュラム決定が大幅に遅れて 

おり、例年以上に日程の確定が遅くなるかと思います。 

最終的には、ゴールデンウィーク後の授業から、確定した新体制で臨みたいと考えて 

おりますので、何卒ご了承いただきたくお願い申し上げます。 

 

 

   講師一同 お子様の「やる気」向上 

   「成績向上」の為、全力で指導致します 
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３：2022 年度 県立高校入学者選抜 
  ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

新中学３年生の皆さん！  

2022 年３月３日は、茨城県立高校の学力検査日です。 

 

茨城県内私立高校の一般入試開始までは、約 270 日位、県立高校入試まで 315 日と入試まであっと 

いう間ですので、合格の為に５科目のバランスを整えることが必要となります。行事や部活に流されず 

早めに“受験生モード”になって下さい。自分の気持ちと意識の改革が必要です。 

 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

  君たちの受験は、始まっています。  

    受験対策講座のご案内（予定）※学校再開後の学校行事などにより、大きく変更があります。 

      ○夏の受験対策（夏期講習）○秋の講習（９月～１２月） ○入試直前講習（冬期・１月～２月） 

    を年間で予定しています。 

 

 2022 年度 県立中学・中等教育学校入学者選抜 
  ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

新小学６年生の皆さん！  

2022 年１月８日は、茨城県立中学・中等教育学校の学力検査日です。 

茨城県立中学・中等教育学校入試まで 263 日です。合格の為に適正検査に向けて満遍なく、整える 

ことが必要となります。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

４：自習室の活用について（全学年対象） 

※お子様にお伝え下さい 

    

常々ご案内しておりますが、塾の開校日は、午後４時～午後１０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。 

 

塾として自習に来られるのは大歓迎です。※塾外生も歓迎いたします。是非、一緒に勉強致しましょう。 

        ●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。 
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５：ITTO 模試（暗記テスト） 

 

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  今月の模試の期間について掲示します。 

            ⇓ 

          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。 

       ◎個人成績表も発行致します。 

   ◎４教科満点で金色シール、３教科満点で銀色シール、２教科満点で銅色シール、 

１教科満点で白色シールを差し上げます(^^♪ 

 

６：ホームページについて（随時更新中）    

（教室ブログ時更新中）    

      水戸東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。水戸東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。 

 

 

ITTO 個別指導学院 水戸東校  

教室長 河野 誉枝乃    

http://www.leo-virgo.co.jp/
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４月
５月

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日

新年度 休校日 休校日

スタート！

4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日

休校日 休校日

4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日

中３生 休校日 休校日

受験対策講座

4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日

中３生 休校日 休校日

受験対策講座

4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日

中３生

５月分授業料 受験対策講座

口座引落日

5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日

休校日 休校日

5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日

中３生 休校日 休校日

受験対策講座

5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日

中３生 休校日 休校日

受験対策講座

5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日

中３生 休校日 休校日

６月分授業料 受験対策講座

口座引落日

5

月

4

週

５月度　ITTO模試実施期間

4

月

5

週

5

月

1

週

5

月

2

週

5

月

3

週

ゴールデンウィーク　休校

ゴールデンウィーク

４月度　ITTO模試実施期間

冷蔵庫などに貼って

ご利用下さい。 ITTO個別　カレンダー

4

月

1

週

4

月

2

週

4

月

3

週

4

月

4

週


