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20２１年 

５月３１日発行              水戸東校の 

かわら版   

 夏期特別号 
 

        

 

 

 

 

 

20２１ 夏期講習 申込み受付開始 6/１４より 
夏個別     ；主要科目の総復習 小学生；1 回 50 分（1 セット 8 回） 

中学生・高校生；1 回 50 分授業（1 セット 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 要室長面談 

中学 3 年生必修 ；高校入試対策講座（夏期特訓と秋期対策講座 集団指導形式） 

 

                   １；夏期講習は大切です！ 

２；夏期講習の講習内容 

     ≪夏！個別≫ 

    ≪夏マンツーマン≫ 

≪中学 3 年生 高校入試対策講座≫ 

３；夏期講習のお友達紹介キャンペーン 

４；夏期講習に向けた保護者面談の実施について 

                  ５；7 月・8 月 休校日と通常授業休講日 

 

※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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１；夏期講習は大切です！ 

令和３年夏  「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。生徒も講師も「自発的に」をスローガンとしてこの夏を迎えましょう。 

「ニガテは伸びしろです。」 
皆さん、学校での勉強は、順調でしょうか。１ヶ月後には 7 月になります。水戸東校では、7 月・8 月に、 

すべての生徒が受講する夏期講習の準備を着々と進めています。 

この夏何をすべきかを明確にして、予定を立てておきましょう。特にやるべきポイントは次の通りです。 

  1. ニガテな単元を徹底的に分析してニガテをなくす。（ニガテは、これからの伸びしろです） 

2. これまでの復習（過去に出来なかった問題の解き直しや類題演習を通じて、理解を深め定着させる） 

3. じっくりと取り組む姿勢 

（まとまった時間が確保できる夏休みだからこそ、時間を必要とする読解・記述演習などに時間を充てる） 

水戸東校では、夏休みの計画を一人一人に作成し、やるべき内容を明確にします。 

 

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。勉強がニガテになる大きな要因は基礎学力の欠如と言われています。 

学習内容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！ 中学校・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。 

中学校を卒業する時になって「中１からちゃんとやっておけば良かった」と思う先輩達がたくさんいました。 

中１の講習では、学校が休み間に 4 月からの学習内容を復習します。知識も増やしていきますので、後々に 

つながる充実した環境で過ごしてください。部活動が中心にならない夏休みにしましょう。 

 

中学２年生の皆さんへ  入試必須単元の山場は秋以降の学習です。 

中学 2 年生の秋以降は、受験必須単元の学習が目白押しです。 

特に英語では不定詞、数学では一次関数と非常に重要な単元を、ニガテにしてしまう生徒さんもたくさんいます。 

夏期講習では、今までのニガテを克服するために、中１からの単元を復習することを中心にします。 

部活動の練習も大変だとは思いますが、学校の授業が、進まない間に秋からの学習に備えておきましょう。 

夏をスムーズに乗り切れるかどうかで、これからの成績が変わります。 

 

  さきに 

 高校生の皆さんへ 自分の進路を見据える時期です。 全てが「自分のこと」 

    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演習して下さい。 

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。 
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中学 3 年生 「高校受験をする」の皆さんへ 

  中学 3 年生の夏休み期間の目標学習時間は、1 日 10 時間×40 日＝400 時間 

例；1 日 10 時間は、午前中；４時間 午後；３時間（塾の対策講座 5 時間） 夜；３時間となります。 

4 月から 7 月と同じくらい学習時間が確保できる夏休み。部活でつけた体力で、学習の体力もつけましょう。 

 

★夏個別 1 人ひとりの課題を集中学習！ ★「高校入試対策講座」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。自分のニガテ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。 

「入試対策講座」と組み合わせることで、効率的により効果的な夏の学習ができます。  

 

★高校入試対策講座 受験勉強も本格的に始動！★ 

いよいよ、受験勉強中心の生活に変わります。夏と、秋の「高校入試対策講座」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ないます。夏休み期間は、中 1 からの内容を単元別に、一斉講習【集団形式】

で、夏個別と併用しバランスよく 5 教科を徹底的に学習します。 

9 月以降も、5 科目の演習を行いながら高校受験へのベースを作り上げます。塾での学習、宿題の取り組み、 

小テストの勉強と「今までこんなに勉強したことない」という自信が持てるはずです。 

 

    入試までの学習スケジュールは、基本事項を覚える「インプット学習」と、覚えたことを演習で使っていく 

「アウトプット学習」です。「高校入試対策講座」では、この「インプット学習」と「アウトプット学習」の両方 

を行って参ります。そして年明けの入試直前では、「入試直前対策講座」で入試予想問題を徹底的に解いていきます。 

第一志望校合格に向けて、この「高校入試対策講座」からスタートをいたしましょう。 

     夏休み中は、 

決して「時間から時間」の学習をすればよいと言うわけではありません。 

  「決めた時間に、決めた場所で、決めた学習」を行なうように心がけましょう。 

 

保護者様に 

    お子様方には、「自発的に！！」という目標で、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。「学習量・演習量を増やすため」と受け取って頂き、お子様に講習を 

受講させて、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。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。この夏に頑張ることが出来た分、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 

頂きますよう、よろしくお願い致します。 
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ITTO個別の夏期講習は、生徒一人ひとりの目的に合わせて受講セット数を選べます。 

 

  

 

6/１４(月)より夏期講習申込み受付が始まります。 

 

夏期講習申込書に、受講料・教材費を添えて校舎までご持参ください。 

「部活の予定が分からない」ので日程が決められないというケースもありますが、夏期講習の時間割を決める 

都合上、第一次締め切りが 6/30（水）となります。７月中も受付を致しますが、出来る限り６月中のお申込み 

をお願いします 

 

   今年の夏は、昨年が短かった分「たくさん休みがあるから大丈夫」と、油断している生徒もいるのではないで 

しょうか。夏休み期間は、既習範囲の復習をして生徒達に自信をつけ、秋以降の成績を向上していくための期間 

です。また受験生は、受験期に不安にならない為の土台固めと期間となります。 

毎年、夏期講習でニガテ単元を入念（1 科目２セット以上）に学習した生徒は、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。夏休みの努力は、目に見えない形で生徒達のこれからの学習 

の糧になります。 

夏期講習には必ずご参加下さい。講習受講についてご不明な点がございましたら、お気軽に水戸東校まで、 

  お問い合わせ下さい。 

 

  ※一昨年度の中３生の受講例です。夏休み期間中はこのようなスケジュールで学習することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習受講の案内  

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

申込み下さい。 

申込み頂いた方か

ら、時間割を決めて

参ります。 

  

講習用の時間割 

をお渡しします。 

7/12(月)～  

夏期講習 

開始！ 

※塾生は7月1日から 

実施可能 

夏期講習　　授業予定表   　中３生（受験対策講座+個別講習）　＊＊　＊＊＊　　さん　　　

ＭＯＮ ＴＵＥ ＷＥＤ ＴＨＵ ＦＲＩ ＳＡＴ ＳＵＮ

7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 受験対策講座　12：00～16：50

中学校終業式 休校日 休校日 通常授業 火：19：00～20：20

通常授業 通常授業 金：19：00～20：20

7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日

15：00～15：50 15：00～15：50 15：00～15：50 15：00～15：50 受験対策講座 休校日 休校日

16：00～16：50 通常授業 16：00～16：50 16：00～16：50 通常授業

7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日

受験対策講座 15：00～15：50 受験対策講座 15：00～15：50 受験対策講座 休校日 休校日

16：00～16：50 通常授業 16：00～16：50 16：00～16：50 通常授業

8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日

受験対策講座 15：00～15：50 受験対策講座 15：00～15：50 受験対策講座 休校日 休校日

16：00～16：50 通常授業 16：00～16：50 16：00～16：50 通常授業

8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日

受験対策講座 休校日 休校日 休校日 受験対策講座 休校日 休校日 ・8/12（月）　8/16（金）　通常授業休み

16：00～16：50 16：00～16：50

8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日

受験対策講座 15：00～15：50 受験対策講座 15：00～15：50 受験対策講座 休校日 休校日

16：00～16：50 通常授業 16：00～16：50 16：00～16：50 通常授業

8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日

茨統テスト 水戸市　始業式 休校日 休校日

通常授業 通常授業

※個別授業の予定変更は前日までに連絡しましょう（ITTO個別指導学院　水戸東校　２４６－５０４２）
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２；夏期講習の内容 
＜＜＜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 1 コマ８０分授業も選べます。 

    1 セット 1 科目５０分×8 回 

    通常授業で換算 スタンダードプラン 80 分 

             5 コマ分に相当します。 

＜＜＜夏マンツーマン＞＞＞ 

◎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 

 

 

◎夏期講習 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 セットごとに販売いたします。 

       注意；1 セット(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；1４:00～21:50 の間にて講習授業を組みます。 

        ※夏期講習期間中も通常授業は、変更なく実施となります。 

          

〈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。 

         室長の提案内容でのご受講がお勧めです。 

         申込順の受付になりますが、校舎事情により曜日・時間帯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(マンツーマン）　塾生料金

　小学生　1セット　1科目50分×8回

19,800円 ⇒ 17,600円

　中学生　1セット　1科目50分×8回

　 23,100円 ⇒ 20,900円

　高校生　1セット　1科目50分×8回

　 33,000円 ⇒ 27,500円

夏！個別(1対3）　塾生料金

　小学生　1セット　1科目50分×8回

14,300円 ⇒ 12,100円

※通常授業(スタンダード週２回）一ヶ月に相当

　中学生　1セット　1科目50分×8回

　 16,500円 ⇒ 13,200円

　高校生　1セット　1科目50分×8回

　 22,000円 ⇒ 17,600円

※中・高生　通常授業(スタンダード80分×5回分に相当)
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＜＜＜中学 3 年生 高校入試対策講座(一斉講習) 夏期特訓＋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。 

    冬期及び１・２月の公立高校入試までは、「入試直前対策講座」を準備しております。 

 

受験対策として、中学 1・2 年生からの単元毎に入試問題に対応できる力をつけることを目標とします。 

この講座は指導内容が濃く充実したカリキュラムで、既習単元の確認と定着ができます 

授業は、教室長が責任を持って指導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高め、学習時間・学習量の確保に最適な講座です。 

本講座は定員制の為、お早めに申込みください。昨年も受講生全員が志望校合格です！！ 

          

《日程》 夏期特訓；７月 28・30 日 ８月 2・4・6・9・11  

16・18・20・23・25 日 

高校入試対策；９月１日から 12 月 15 日 入試 5 科目対策 

     

《講座定員》；1０名  ※例年 7 月初旬には、定員となります。 

              定員になりましたら受付は締め切らせていただきます。 

 

授業時間 （夏休み中）1４時 00 分～1８時 50 分 ５０分×５コマ 

     （9 月から 12 月) 毎週水曜日 １８時００分～２１時５０分 

 

 

《授業科目》夏期特訓；中１・中２の単元総復習 + α 

9 月から 12 月；受験対策主要５科目（県立・私立高校 合格を目指して解説と演習授業）       

《受講料》高校入試対策 124,600 円（税込） 

       料金内訳＝受講料 120,000 円 教材費 4,600 円 

       夏期講習期間は「夏！個別」の併用もお願いします。 

         

申込み方法  同封の夏期講習申込書に必要事項記入の上、受講料と合わせて教室までご持参ください。 

夏期特訓講座のみの受講は、学習時間、学習量の確保の点からもお勧めできません。 

ご提案の夏個別と夏期特訓を同時の受講をご検討下さい。 
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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 セット 15 ポイント（2 セットト以上で、1 セットにつき 5 ポイント加算） 

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 
   

 

３；夏期講習のお友達・兄弟姉妹紹介キャンペーン 
      夏期講習に紹介頂いた友達や兄弟姉妹の方が、講習を申込み受講すると紹介してくれた塾生に 

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 
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」をお友達にお渡して頂き、お申し込み時に教室にご提出下さい。 

 

この夏は友達と、競い合ってみましょう！ 

紹介してくれた塾生には  紹介頂いたお友達や兄弟姉妹が 

夏期講習のみ受講したら ⇒1,000 円分のオリジナル図書カード 

夏期講習受講後、9 月中に入会 または、夏期講習申込と同時に入会(6/7 月)入会したら 

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 

     紹介されたお友達（兄弟姉妹） 

       特典１；入会金免除（9 月中の入会で、末日までにお手続きが必要となります） 

       特典２；兄弟姉妹のご入会は、入会金免除・年会費免除・授業料 5%割引 

       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  

         ※特典のお渡しについて 

該当キャンペーン終了後となります。ギフトカードの種類はお選び頂けません。 

 

 

                 紹介カードはコチラです。⇒ 

     裏面の塾生氏名を記入してからお友達に渡してください。 
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４；夏期講習に向けた保護者面談の実施について 
   6 月 14 日(月)より生徒の 4 月からの 2 か月間の「姿勢」「学習状況」について保護者様との面談を行い 

ご家庭の様子お伺いしながら報告させて頂きます。それを踏まえて夏期講習受講のご提案を致します。 

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、またお子様のこれからについてお伝えさ 

せて頂きます。 

    お手数ではございますが、同封の「面談申込書」に第三希望日時までを記入の上、ご提出をお願い致しま

す。面談は、対面形式で行わせて頂きますので、面談室には、パーテーション、アルコール消毒液を設置し、

室内換気も行い、保護者様のご来室をお待ちしております。話し合いの内容によりまして、7 月に 2 回目を

行なう場合もございます。 

    私たちにとっては、面談は保護者様とお会いしお話できる機会であります。 

是非とも保護者面談にご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５；7 月・8 月 休校日と通常授休講日       

   夏期休業期間 お盆の期間となり、教室業務すべてがお休みになります。 

8 月１２（木）・13 日（金）・14 日（土）・15 日（日） 

   第 5 週目の通常授業休講日  夏期講習 夏！個別 中３夏期特訓 の授業は行います。 

  ７月 29 日（木） 8 月 30 日（月）31 日（火） 

5 週目となりますので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（木）3０日（金）は、5 週目ですが、8 月 1２（木）1３日(金)（夏期休業日）の授業を実施致します。 

                                                    

※  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       

面談申込書 

     茨城統一テストの案内 

ITTO 個別指導学院 水戸東校 

教室長 河野 誉枝乃 
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7月
8月

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

6月28日 6月29日 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日

中３生 休校日 休校日

7月分授業料 受験対策講座

口座引落日

7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日

中３生 休校日 休校日

受験対策講座

7月12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

休校日 休校日

中３生受験対策講座

7月19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

休校日 休校日

7月26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

休校日 休校日

8月分授業料 中３生 中３生

口座引落日 受験対策講座 受験対策講座

8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日

休校日 休校日

中３生 中３生 中３生

受験対策講座 受験対策講座 受験対策講座

8月9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

休校日 休校日 休校日 休校日

中３生 中３生

受験対策講座 受験対策講座

8月16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

休校日 休校日

受験対策講座 受験対策講座 受験対策講座

8月23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

休校日 休校日

中３生 中３生 9月分授業料

受験対策講座 受験対策講座 口座引落日

8

月 夏期講習実施期間

3

週

8

月 夏期講習実施期間

4

週

8月度　ITTO模試実施期間

5

週

8

月

1

週

8

月

2

週

夏期講習実施期間

夏期講習実施期間

7

月

3

週 7月度　ITTO模試実施期間

7

月

4

週

7

月

夏期講習実施期間

夏期講習実施期間

夏期講習実施期間

冷蔵庫などに貼って

ご利用下さい。 ITTO個別　カレンダー

7

月

1

週

7

月

2

週


