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「速報」 夏期講習 
１：６月の面談について 

２：兄弟姉妹ご入会のお勧め 
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４：お知らせとお願い 
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 ※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 

 

 

教室長からのコメント 

 

 早いもので、新年度が始まって約２ヵ月が過ぎました。今年度は、中学校の教科書が改訂となりましたね。 

学校や学年にもよりますが、かなりのペースで進んでいる科目が多い気がします。わからなくなっている科 

目はありませんか？？また、中学３年生や高校３年生の皆さんは、受験勉強を始めていますか？？ 

 当塾では、今年も充実した夏期講習をご提供します。個別講習では、科目を絞り、苦手な科目・単元を克 

服するお手伝いをします。毎年、多くの方にお申込みいただきます中学３年生対象の「受験対策講座」では、 

夏休みでは５科目の総復習、９月以降は受験に向けた応用力も養います。一斉講習形式で、しっかりと時間 

をとり、丁寧な解説と問題演習を数多くこなして、受験への土台を作っていきます。 

 また、中学生や高校生は最初の定期テストの時期ですね。学校のワークを計画的に進めて、テスト前にバ 

タバタせずに、テストに臨みましょう。 

 

 何かご質問・ご相談がありましたら、教室までご連絡いただければと思います。 

よろしくお願い致します。 
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『速 報』 夏期講習 (概要) 

『今年の夏は 「自発的に」を 

スローガンにやる気向上！！』 
中学校の教科書改訂、高等学校は来年度の改定に向けて新学習指導要領の変更で 

一段と学習内容が複雑に難しくなりましたので、講師も生徒も「自発的に」を 

スローガンとしてこの夏を迎えましょう。 

 

今回は、夏期講習について概要のみお知らせをいたします。 

詳細は、次回「かわら版夏期特別号」にてご案内致します。 

今年度の夏期講習は 7 月 12 日(月)から 8 月 31 日(火)です。 

（塾生は、7 月 1 日(木)から講習期間となります。） 

   夏の過ごし方で、秋以降の成績が大きく変化いたします。毎年講習を受講した多くの生徒の秋以降の 

データからも９月以降の成績に伸張がみられます。 

長期期間の休みは、毎日規則正しく生活し、決められた場所と時間に学習を行うことで、学習習慣が 

身に付きます。当塾の夏期講習にぜひご参加下さい。 

当塾の自慢の講師陣が勢ぞろいし、また講習内容・教材を一層充実させ、学力向上に努めてまいります。 

 

※尚、講習期間中におきましても、通常授業は曜日、時間に変更無く実施しますので、 

お間違いのないようにお願い致します。 

 

☆申し込み方法☆ 

  次回かわら版 夏期時別号にて夏期講習の詳細のご案内させていただきます。 

各ご家庭に「夏期講習のご提案」を後日郵送させて頂きます。 

内容をご確認の上、夏期講習申込書に必要事項記載の上、講習料金・教材費を添えて教室に 

お申込み下さい。 

 

     申し込み開始時日；6 月１４日（月）より 

       申込み順に、日程表の作成を行いますので、出来ましたら６月末までにはお申込み下さい。 
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 ◎夏‘個別（個別指導） 

  ＜対象学年＞小学 1 年生から高校 3 年生まで 1 対 3の授業形態 

  ＜対象科目＞国語・数学（算数）・理科・社会・英語より選択  

1 シートに 8 回の講習授業チケットとなります。 1 科目で 1 シート以上の受講をおススメします。 

 

  ＜授業内容＞既習部分の復習（苦手科目・苦手単元の克服） 

中３生は、受験を見据えて 9 月以降の先取り（通常授業進度や理解度によります） 

 

 ◎中学３年生 受験対策総合講座（一斉講習） 

  受験対策として、総合的な学習を行います。中身が濃く充実したカリキュラムですので、１・2 年生の 

からの学習内容の定着から応用・発展まで幅広い学習に対応しております。 

授業は教室長及び専任講師が責任を持って担当いたします。 

  ※受験生の夏休みは、総復習するチャンスです。個別指導だけでは難しい学習時間数をしっかり 

カバーします。加えて、秋以降も継続して受験対策講座で指導を行います。 

  ※定員制の為、定員に達した時点で締め切りとなります。 

 

＜日程・時間・科目＞ 現在日程作成中 夏の受験対策は、「５科目の総復習」を実施します。 

＜教室長からのお勧め＞当講座受講には、「夏‘個別」がセットに含まれております。 

苦手な科目、単元に絞って、徹底的にフォローすることで学習定着が、２倍・３倍になります。 

☆☆☆ 次回「かわら版 夏期特別号」にて講習受講の提案と合わせて、 

詳細ご案内致します ☆☆☆ 

 

１：6 月の面談について  

 

●保護者面談（保護者様との二者面談となります） 

    当塾ではお預かりしている生徒様の「学習状況」を面談にて報告しております。今回は、塾での 

学習状況の様子と夏期講習受講のご提案をさせて頂きます。学力を落とさずに、夏休みを過ごすに 

はどうしたらよいか。またお子様の現況や今後についてお話いたします。 

お手数ではございますが「面談申込書」に面談希望日を記入の上、６月１１日（金）までに 

教室長にご提出願います。（室長の授業時間帯と定休日は実施できませんので、ご了承願います。） 

なお、保護者様との二者面談となりますが、三者面談をご希望の方は、校舎まで連絡下さい。 

面談申込書に関しましては、5月 24日よりお子様にお渡しいたします。 

 

 （面談日程）６月７日(月)～７月９日(金) 日程調整により、７月９日以降の実施になる場合もございます。 

       申込書に第三希望日時まで、ご記入の上ご提出願います。尚、感染症予防対策を行いながら、 

対面式面談で実施いたしますが、電話面談をご希望される場合は、電話希望と申込書にご希望を 

記入ください。また、対面式面談では、マスク着用にて行わさせて頂きます。 

保護者の皆様と、沢山お話しをさせていただきたいと思います。 

ぜひご参加下さいますようお願い致します。 
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●生徒面談 

     室長と生徒の面談を、随時実施致します。現在学習・部活生活等の悩みや、進路について面談致します。 

また、夏期講習の受講に対するお子様に必要な科目単元もお伝えし、この夏、学習時間を確保するため 

の必要最低限の学習時間数をお伝えしますので、講習受講の参考にしていただければと思います。。 

 

２：兄弟姉妹ご入会のお勧め 
  

本年度は、中学校での教科書改訂があり、学習内容が大きく変わっております。 

苦手科目をつくらない為にも兄弟姉妹でのご通塾をご検討下さい。同時通塾中 

の割引のご案内を致します。 

   ※兄弟（姉妹）で入会される場合の特典といたしましては、 

（１）二人目以降お子様の入会金が免除となります。 

（２）二人目のお子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、兄弟姉妹全員の「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 

同時通塾をお勧め致します。 
 

３：ITTO 個別のオプションチケットについて 

 テストターボチケット   ※１シート（6回分）1回；1対 1の 50分 1対 2の 80 分授業にて実施 

     料金；１シート 中学生；18,000 円(税込)  高校生；23,000 円(税込)  

       二学期制、三学期制で異なりますが、５月～６月の定期テストの後は、８月末から９月上旬に各中学校 

の定期テストがございます。当塾は、内申点に大きく影響する「定期テスト」を全力で応援する為に、テス

トターボチケットを販売し対策授業を実施しております。ピンポイントで生徒様の希望する科目・項目を丁

寧にわかり易く解説致します。  

定期テスト対策・実力テスト対策としてはとても効果が期待できる授業です。 

１シート（６回分）をご購入いただきますが、余ったシートは次回に繰越ができるので無駄がございま 

せん。回数の目安ですが、１科目で３回以上です。例えば、通常授業で英語と数学を受講されている生 

徒が２シート（１２回分）購入し苦手な国語を４回分、理科を４回分、得意な社会は自分で勉強となれ 

ば８回分使用となりますので４回余り、次回に繰り越せます。授業を行えるコマ数に限りがございます 

ので、授業日・時間（1対 1 の 50 分又は、1 対 2 の 80 分）については、教室にて指定させて頂きます。  

何卒日時の調整をお願い致します。 

                  

 マンツーマン＋PlUS１０   

※１シート（10回分）1 回；50分・1 対 1の授業  

料金；小学生；29,200 円（税込） 中学生；32,600 円（税込） 高校生；46,000 円（税込） 

（※1 シートごとの販売ですので、割引はございません。） 年度を繰り越して使用することはできません。 

        メリット； 目的にあわせて、必要なときに、いつでも使用できる。 

使用例：実力テスト・入試対策や通常受講していない科目に 

               急に難しくなった今の単元を、苦手になる前に、集中して学習したい。 

               学校で質問ができず、理解出来なくなってしまった。 

               前学年の苦手や未定着部分を理解したい。英検・漢検・数検の対策として。 

 

各チケットのお申し込みは、教室内にある「申込書」に記入の上、料金を添えて教室までご持参願います。 
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４：お知らせとお願い 

6 月茨城全県模試のご案内（主催；茨城統一テスト協議会 協賛新；新教研） 

    

    中学１年生・２年生  
中学 2年生は、高校受験に向けた準備と、志望校への意識を高める為に。 

中学 1年生は、学校生活に慣れた秋以降に油断をしないためにぜひ受験して下さい。 

６月７日（月）～１１日（金） 

会 場；ITTO 個別指導学院 牛久校 

集合時間；１８時（２２時終了予定） ※２日間に分けての受験も可能です。 

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

※払込み締切日；５月２８日（金） 

申込書（後日配布します）と受験料 4,000 円を添えて室長まで提出下さい。                                            

    

    中学３年生 会場もぎ  
弱点発見・志望校判定・保護者面談・夏期講習の重要な資料となります。 

中学３年生は、原則全員受験をお願いできればと思います。 

期間内であれば、教室受験も可能です。 

 

６月１３日（日） 

会 場；つくば秀英高等学校 

     集合時間；8時 20 分までに集合 

     持ち物；筆記用具・作図用具・腕時計（携帯電話は試験中使用不可） 

※受験の有無の確認済（追加若干名可能かと思いますので、ご希望の方はご相談ください。） 

申込書と受験料 4,800 円(税込・会場費込み)を添えて室長まで提出下さい。 
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○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        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致します。 

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 

     当塾の授業（通常授業）の振替について、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、当日申し出の場合振替はございません。 

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。（当日は不可です。） 

  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 回受講生の場合は、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：ＩＴＴＯ模試について  

      ITTO 模試とは 

      教科書の重要な単語や用語の暗記テストです。 

      学校のテストがない時でも計画的に学習し反復暗記の習慣をつけてもらうのが目的です。 

      暗記する力は、やればやるほどついていきますので、日頃から取り組むことが大切です。 

        

         ◇塾生の ITTO 模試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３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。 

       ◎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(^^♪ 
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６：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、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。 

 

７：ホームページについて 

（教室ブログ 随時更新中）    

      牛久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。牛久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 牛久校  

教室長 三縄 亮 

                                           

受験情報 
 

令和４年度 茨城県立高校 入試日程（案） 毎年確定は 9月ごろとなります。 

出 願 ；令和４年 2 月 8 日(火)から 10 日(木)・・・各中学校でまとめて出願予定 

志願先変更；令和４年 2月 17 日(木)から 18日(金)・・・変更希望するご家庭が、取り下げ・提出を行います。 

学力検査 ；令和４年 3月 3 日(木) 

特色選抜 ；令和４年 3月４日(金)※特色選抜で受験する生徒は、3日・4 日の 2日間となります。 

合格発表 ；令和４年 3月１４日(月) 

 

茨城県立中学校及び中等教育学校 入試選抜日程（案） 

  出願；令和 3年 12月 1 日（水）から 3 日（金） 

  選抜入試；令和 4年 1 月８日（土）  発表；令和 4 年 1月 19 日（水） 

http://www.leo-virgo.co.jp/
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