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２０21 年 

８月 23 日発行             水戸千波校の 

かわら版 ９月号 
 

 

 

新学期生募集中 
          勉強の秋です。ITTO 個別指導学院 水戸千波校では新学期生を募集しています。 

          夏に学習したことを 9 月以降に成績アップにつなげる為、継続した学習が大切です。 

          一人で頑張るより友達と少しだけ競争してみませんか？ 

          苦手な単元も友達となら、頑張れるはずです。 

 

◎新学期生募集のご案内 

             ◎校舎からのお知らせ 

１；８月・９月第 5 週目の通常授業休講について 

２；中学３年生 高校受験総合対策講座 秋の開催日程について 

３；中学３年生 高校受験対策教材販売について 

４；9 月以降の講師変更について 

５；ITTO 模試（暗記テスト）について 

６；茨城統一テストのご案内について 

７；自習室の利用について 

８；オプションプランについて 

９；学校の個人成績表の提出について 

１０；当社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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 教室長からの一言 

  受験生は夏休みの勉強が少しずつ成果として出始める時期に入ってきます。毎年、本気で勉強を始めて 3か月 

程度経つと点が上がってくる生徒が多い印象です。ここからさらに、点を上げるためにも引き続き勉強を続けて 

いきましょう。 

  受験生以外の学年も 2学期は内容がより難しくなってくる期間に入ります。一つずつやっていけば出来るものも 

多いので塾で学んで、学校でも学んで理解していきましょう。 

  2学期もテストターボはあります。どの学年もあゆみの評価を上げられるようにサポートしていきます。 

「いける学校ではなく、いきたい学校に行く」 
ためにもうまく塾を活用ください。 

◎新学期生募集のご案内 
 新学期に向けて生徒募集をいたします。 

 ・塾選びを迷っているお友達 

    ・成績のことで悩んでいるお友達 

    ・一緒に勉強する気になった兄弟姉妹 
    いろいろな「特典」もございますので、是非ご紹介をお願いいたします。 

  

☆お友達紹介について☆ 

   学校生活の中で一番長い学習期間の秋が間もなく始まります。夏期講習も終わりこれからは、覚えたことを演習 

で使っていく「アウトプット学習」です。受験生は、ひたすら過去問を通して問題を解いていくことになります。 

塾での勉強を充実させるためにも、競争できるお友達がいると効果が上がります。 

 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。 

 

  紹介特典 

   ○紹介してくれた塾生には、図書カード２，０００円を進呈 

   ○紹介されて入会決定のお友達  特典１；入会金 半額 

                   特典２；前後一か月以内に他塾（学習塾）より転塾の場合 

                       年会費（初年度のみ）免除 
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☆兄弟姉妹のご入会について☆   

兄弟姉妹の同時通塾になるご入会には「兄弟姉妹割引特典」がございます。兄弟姉妹割引特典は、 

お得な制度になっておりますので、ご兄弟姉妹での同時通塾をお勧めいたします。 

      （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２人とも「年会費無料」 

（３）同時通塾中は、お２人とも授業料が「５％割引」となります。 

 

◎校舎からのお知らせ 

１；8 月・９月 通常授業について 

８月３０(月)３１日(火) 第５週目となりますので、通常授業は休講となります。 

               夏期講習は予定通り実施致します。 

９月２０(月)・２３日(木) 祝日ですが、通常通り授業を行います。 

9 月２９日(水・３０日(木) 第 5 週目となりますので、通常授業は休講となります。 

   

２；中学 3 年生 高校受験総合対策講座(一斉講習) 秋の開催日程について 

夏から受験対策として、中学 1・2 年生からの総合的な学習単元を復習しております。 

受験生は、秋以降適切な問題をたくさん演習する為の時間を確保することが大切になります。 

この講座は内容・時間とも充実しておりますので、受験勉強には最適でございます。 

教室長を中心に、責任を持って担当致しますので、ご安心頂けます。ご相談ください。 

       

《日程》8 月中に受講生に配布致します。  《授業時間》水曜日の 18 時から 21 時 50 分。   

《お勧め受講セット》当講座を受講するにあたり、「マンツーマンチケット」との併用をお勧め致します。 

  苦手な科目、単元に絞って、総復習し確実に理解させます。 

       

３；中学３年生 高校受験対策教材の販売について 

     秋以降入試直前までの期間に使用する「通常授業の教材」についてご案内いたします。 

受講中の科目は、中学 3 年生の学習範囲を 11 月中旬～12 月まで終了する計画で進め、その後は、 

私立高校・公立高校入試に対応する演習量を確保するため、受験対策専用教材を使用いたします。 

尚、通常授業で使用する、教材について１０月 26 日に指定口座より引き落としさせて頂きます。 

 使用教材名と料金（1 科目税込料金）→ウイニングフィニュッシュ；2,310 円（税込） 

                   サミングアップ；2,400 円（税込） 

                   新自習教室；1,980 円（税込） 

※当塾での通常授業で受講している科目の販売となります。生徒によって教室長がいずれかを選択します。 

上記、受験対策教材を自宅学習用として通常授業で受講していない科目の購入を希望される場合は、 

教室長までご連絡をお願い致します。 

尚、受験される公立高校、私立高校の過去問題集は、各自書店にてご購入願います。 

購入時期・実施時期ですが、11 月の三者面談にて私立受験校決定後がおススメです。 

まずは、しっかり５科目の総復習を行う必要があります。 

後日、購入方法などお知らせいたします。 
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４；9 月以降の担当講師変更について 

    9 月以降は、夏期講習受講後の新規入会や授業プランの増加、社員の配置転換、大学生講師の後期履修登録の 

変更、就職の内定により企業研修や、卒業に向けた準備等、出勤日の変更、生徒の日程変更、授業曜日の科目 

変更等を行う場合がございます。 

担当講師の年度途中による交代は、できる限り避けたいところではありますが、上記理由により 9 月以降に 

交代となる場合がございます。 

保護者の皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

５；ITTO 模試（暗記テスト）８月の予定 

        当塾オリジナル月例テスト「ITTO 模試（暗記テスト）」を実施しております。 

          ITTO 模試とは 

          ◇教科書準拠で、単元別重要語句を中心に作成している一問一答形式のテスト 

          ◇専用の問題集があり、範囲も指定されるため効率よく学習ができます。 

          ◇受験料は無料 受験科目は英語・国語・理科・社会 

          試験後は、校舎内に成績上位者を掲示しております。 

 

8 月のテスト実施週間は、8 月 23日～8 月 28 日です。 

                 

 

６； 茨城統一テストについて 

中学３年生    

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 3 年８月２8 日（土）  

会 場；ＩTTO 個別指導学院水戸千波校 

時 間;12：50 集合  午後 5 時 50 分終了予定。 

     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）飲み物 

※ 塾生全員の受験登録は、完了しております。 

 

      ※２8 日の受験が難しい場合は、別途ご相談下さい。 

 

☆今年度の会場模試予定☆  全員会場受験をお願いします。 

  ※新型ウイルス感染予防のため、状況により教室受験と致します。 

    1０月３日（日） １１月７日（日） 12 月 5 日（日） 
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中学１・２年生  （8 月１６日～8 月２８日の期間内受験可・午前中と・日曜日除く） 

     実施日；令和３年８月２3 日～27日 時間；要相談  

     ※学校行事や部活動にて受験できない場合は、時間変更又は、期間内にご受験下さい。 

実施会場 ;ITTO 個別指導学院 水戸千波校 
持ち物  ；筆記用具、消しゴム、作図用具は、中学生全学年で共通となります。 

申込方法 ；配布してありますテストリーフレットに必要事項を記入の上、 

     模試代金 4000 円と合わせてお申込み下さい。 

上記日時に、部活などの理由で受験できない場合は、変更希望日時をお申し出下さい。 

 

○小学生 全県ジュニアテストについて 

小学５・６年生    

前学年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３年８月２３日～２８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 個別指導学院水戸千波校 

時 間；15 時以降 都合に合わせて テスト時間 小５・小６生；2 時間 15 分くらい(休憩含む) 

     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；8 月１８日（水）  

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。 

 

７；自習室の利用について 

    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。 
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８；オプションの授業チケットについて 

  テストターボ    ※1 シート（6 回） 1 回；50 分 1 対 1 

    当校では、内申点に大きく影響する「定期テスト」を全力でサポートいたします。 

その一環として定期テスト試験日の一か月前よりテストターボチケットを販売し、３週間前より対策授業を 

実施します。範囲に合わせて、万全のテスト対策を丁寧にわかりやすく解説致します。 

   1 シート（6 回分）単位で購入して頂きますが、チケットを使用しなかった回数分は、次回繰り越し（年度内） 

できます。 

⇒お申し込みは、「テストターボ申込書」に記入の上、受講料と合わせてご持参ください。 

 

マンツーマン+Plus10    ※1 シート（10 回） 1 回 50 分 1 対 1 指導 

    完全マンツーマンの授業です。「急ぎで徹底的に学習の指導を入れてほしい」という生徒向けです。 

     ※通常授業・講座との併用割引はございません。 

     ※当年度内有効となし、年度を繰り越しての使用はできません。 

    メリット；目的に合わせて、必要な時に、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や英検・漢検・数検の対策 

        苦手になってしまった科目・単元を集中して学習したいとき 等 

⇒お申し込みは、「マンツーマンチケット申込書」に記入の上、受講料と合わせてご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９；学校の個人成績表の提出について 

学期終了ごとの通知表、及び学校で実施されました実力テスト・定期テスト・学年末テストの個人成績表、 

英検他の検定試験結果につきましては、我々の指導内容を確認する上で重要なものですので、結果が返却されま 

したら、教室に持参して頂きますようお願い致します。（その場でコピーさせて頂き、生徒面談を行いながら返却 

いたします。）尚、テスト問題・答案は授業時に持参し、授業内で間違い直しを行います。 
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１０；水戸千波校のホームページについて 

（教室ブログ随時更新中）    

      水戸千波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。水戸千波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 

水戸千波校 

室長 小林 亮 
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9月
10月

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日

休校日 休校日

9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日

一斉講習 休校日 休校日

18：00～21：50

9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日

一斉講習 休校日 休校日

18：00～21：50

9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日

一斉講習 休校日 休校日

18：00～21：50

9月27日 9月28日 9月29日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日

一斉講習 休校日 休校日

１０月分授業料 18：00～21：50

口座引落日 通常授業休講日 通常授業休講日

10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日

一斉講習 休校日 休校日

18：00～21：50

10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日

一斉講習 休校日 休校日

18：00～21：50

10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日

一斉講習 休校日 休校日

18：00～21：50

10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日

一斉講習 休校日 休校日

１１月分授業料 18：00～21：50

口座引落日

９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

9

月 夏期講習

1

週

9

月

2

週

9

月

3

週

9

月

4

週

4

週

9

月

5

週

茨城統一テスト

中３　会場

1

0

月

1

週

1

0

月

2

週

1

0

月

3

週 １０月度　ITTO模試実施期間

1

0

月


