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2021年 

11月 25日発行            水戸千波校の 

 かわら版 12月号 
 

 
 

水戸千波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。 

 

 

            

              水戸千波校の中学 3 年生の生徒・保護者のみなさんへ 

              現在 総合受験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 小学生 標準テストについて 

〇 ITTO 模試（暗記テスト）について 

〇 水戸千波校のホームページについて（随時更新中） 

           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） 

 

 

    ※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 

受付中 

2021 年度 
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教室長より「当たり前のことを当たり前にやる」 
  

 受験生にとっては受験前の長期休みになります。苦手なところや伸ばしたい科目をやることが出来る期間になります。 

 また、受験生以外の学年も部活が短くなり、帰宅時間がこれからさらに短くなっていくのでどうやって時間を使うのかが 

大切になります。「時間がない」なんて言えないはずです。ダラダラ過ごすとあっという間に次学年になってしまいます。 

 タイトルの「当たり前のことを当たり前にやる」これが本当に難しいと感じています。 

 受験のためにも成績アップのためにも「当たり前のことを当たり前にやる」ことが大切だと考えています。 

 「勉強時間を確保する」、「問題を解く」、「なぜ、間違えたのか考える」など当たり前のことをしているのか改めて 

 考えてほしいと思います。 

 そのためにも、冬期講習で時間の確保、演習数の確保、解き直しなどやっていきますのでぜひ受講をお願い致します。 

 

概要 

実施時期： 令和３年１２月１３日（月）から令和４年 1 月１４日（金） 

       塾生は、12 月１日（水）～となります。 

＜中３受験生＞ 「高校入試 直前対策講座」 

高校入試に向けて、中学３年間の総復習・単元確認・解法・得点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。 

          高校入試直前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！ 

        主要 5 科目のバランスを整える為、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、大学入試に向けて最終確認。 

高１・２生は、次の目標になる大学進学に向けての内申点アップと弱点補強に 

「高校生 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●冬期講習 共通事項○● 
□ 実施時期は、１２月１日（水）～1 月１４日（金）です。 

□ 時間は、１4：００～２２：００です。（14 時前など、左記時間以前の時間割を組む場合もございます。） 

同封の「2021 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。 

 

〇●冬’個別○●（生徒３人×講師１人） 

  生徒３人×講師１人 1 回 50 分の個別指導です。（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（50 分×６回）を受講科目分のセッ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。 

昨年度の冬個別の全校舎購入平均セット数は小学生＝2.68 セット、中学生＝4.88 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） 

   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。 

学年を遡っての学習指導になりますので、より短期間に基礎基本の学習ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１セット ２セット ３セット ４セット ５セット
50分×6回 50分×12回 50分×18回 50分×24回 50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 11,000¥       22,000¥       33,000¥       44,000¥       

塾生割引 9,900¥      19,800¥    29,700¥    39,600¥    49,500¥    

55,000¥       

中学生

通常料金 12,650¥       25,300¥       37,950¥       50,600¥       63,250¥       

塾生割引 10,450¥    20,900¥    31,350¥    41,800¥    52,250¥    

高校生

通常料金 17,600¥       35,200¥       52,800¥       70,400¥       88,000¥       

塾生割引 14,300¥    28,600¥    42,900¥    57,200¥    71,500¥    
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 ○●高校入試 直前対策講座○● 
  毎年ご好評を頂き、合格させる為の直前入試対策講座です。公・私立高校の入試問題に対応させて、 

冬期～入試前日までの講座です。下記プランの中から選択をお願いします。   

＜プラン概略＞ 講座は定員制となります。  

県立入試対策①… 一斉講習（テストと解説）による総仕上げで合格力の完成を目指します。 

県立高校第一志望の生徒様向けです。 

            冬期一斉講習（8 回）＋冬’個別（２セット）＋入試直前講座（8 回）  

県立入試対策②…一斉講習（テストと解説）と個別指導で苦手対策。 

                      個別の授業でも受験対策したい生徒様向け 

             冬期一斉講習（8 回）＋冬’個別（２セット）＋1,2 月の週回数増  

    個別指導集中対策…個別指導とマンツーマンの科目別対策でバランスの良い実力をつける。 

                      個別の授業で受験対策したい生徒様向け 

                  冬’個別（５セット）＋マンツーマン（2 セット）指導  

＜＜＜各プランの詳細＞＞＞   

□ ■■■県立入試対策①■■■ □ 

    ⇒⇒⇒冬期～入試直前まで一斉講習と個別指導（冬‘個別）での入試対策 

○実施日：12/24、27、28、29、1/5、6、7、10⇒13:00～16:50 

1/26～（水曜日）⇒１8：００～21：５０ 1/29（土），2/5（土），2/12（土）⇒9：00～12：50 

○受講料；91,300 円(税込)  

    ＜料金に含まれるもの＞ 

① 一斉講習 8 回の講習料金と一斉講習の教材費 

② 個別指導（冬’個別２セット分）の講習料と個別の教材費 

③ 入試直前講座 8 回の講座料と講座の教材費 

※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。 

□ ■■■県立入試対策②■■■ □ 

⇒⇒⇒冬期～入試直前まで一斉講習と個別指導（冬‘個別）での入試対策 

○実施日：12/24、27、28、29、1/5、6、7、10⇒13:00～16:50 

 ○受講料；82,900 円(税込) ただし、兄弟割等で変化する場合もあります。 

    ＜料金に含まれるもの＞ 

① 一斉講習 8 回の講習料金と一斉講習の教材費 

② 個別指導（冬’個別２セット分）の講習料と個別の教材費 

③ 1,2 月の週回数増の金額 

※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。 

□ ■■■個別指導集中対策■■■ □ 

⇒⇒⇒冬期講習から入試直前まで個別指導とマンツーマン指導での入試対策 

※お申し込み順受付とさせて頂き、定員になりましたら締め切りとなります。（6 名まで） 
     ○実施期間 ；12 月１日（水）～3 月２日（水）で日曜日除く 

           個別指導（冬’個別の５セット分）は 12 月 1 日～1 月 14 日まで 

マンツーマン授業は、上記実施期間内で 20 回の授業を組みます。 

     ○受講料；126,700 円（税込） 
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    ＜料金に含まれるもの＞ 

① 個別指導（冬’個別の５セット分）の講習用と教材費（5 科目） 

② マンツーマンの授業２4 回分の料金 

※マンツーマン用の教材は、室長と相談の上決定します。（別料金となります） 

     ※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・副教室長又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。 

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

 

ITTO 個別指導学院水戸千波校を紹介して下さい。 

（友人紹介セットと紹介カード同封） 

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。  

 

 



6 

 

 

◇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。 

     

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（木）から 1 月３日（月）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。 

  

○卒業・一般退会４０日前ルールについて 

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・マイコプラズマ肺炎の予防対策として、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塾内でのマスク着用をお願いしております。 

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 

〇自習室の活用について 

     水戸千波校では開校日の、16 時～21 時 50 分までの時間で教室内ブースを「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ましょう。 

中３生は、1・2 年生の復習や過去問題集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、一緒に勉強いたしましょう。 

        ○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。 

   ご注意下さい。スマホを自習中に出している姿を見かけた場合は、一旦教室にてお預かりさせて頂きます。 

 

※保護者様へお願い 

      日々の質問の受付最終時間がどうしても授業終了後の 22 時以降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、質問のある日は、 

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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○水戸千波校のホームページについて 

   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。スマホからもアクセスできます。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、トピックス等、 

随時更新いたします。 

○茨城統一テストについて  

     中学３年生 １月実施 第７回 県立入試予想問題  
公立志願先決定・弱点発見・保護者面談・2 月指導内容の重要な資料となります。 

中学３年生は、希望受験となります。 

令和４年１月 4 日（火） 

※R３.12.25～R４.1.８の期間で時間外受験できます。 
会 場；ITTO 個別指導学院 水戸千波校 

       集合時間；1 月 4 日実施 午後 13 時 50 分集合 18 時 50 分頃終了予定 

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

※申込締切日；１２月 17 日（金） 

申込書（事前配布したもの）と受験料 4,000 円を添えて室長まで提出下さい。 

      

       中学１年生・２年生 １月実施 第５回  
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、中２生という中間学年を油断をせず、スタートする為に。 

令和４年１月 4 日（火） 

※R３.12.25～R４.1.８の期間で時間外受験できます。 

       会場；ITTO 個別指導学院 水戸千波校 

集合時間；午後 14 時 50 分  18 時 50 分頃終了予定 

          持ち物；筆記用具・作図用具・水筒・マスク 

  ※申込締切日；１２月１７日（金） 

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

       ○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１２月２５日～令和４年 1 月７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；午後 3 時以降 都合に合わせて テスト時間；２時間 55 分 

     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；１２月１０日（金） 

申込書に必要事項記入の上、テスト代 4,000 円を添えて室長まで提出下さい。 

http://www.leo-virgo.co.jp/
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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 2022 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ヶ月でも期間が開いてしまいますと年会費無料の対象にはなりません。 

継続の場合は、高校生と中学生の授業プランが異なるため、新年度曜日時間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 10 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。 

 

 

   今週配布致します 

   ＊「冬期講習申込書」１２月６日現在でお申し込みの確認出来ていないご家庭。 

 ＊「茨城統一テスト申込書」（中学生のみ） 

   ＊「年末年始のお休みのお知らせ」 

＊「高校継続特典案内２０２２」（中学３年生のみ） 

 

 

 

                   

以上 

                 ITTO 個別指導学院 水戸千波校   

教室長 小林 亮 
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12月
1月

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

11月29日 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日

一斉（秋） 一斉（秋） 休校日 休校日

18：00～ 18：00～

12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日

一斉（秋） 休校日 休校日

18：00～

12月13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

一斉（秋） 休校日 休校日

12月20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

一斉（冬） 休校日 休校日

13：00～

12月27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

一斉（冬） 一斉（冬） 一斉（冬） 休校日

口座引落日 13：00～ 13：00～

1月3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

年末年始休校期間 一斉（冬） 一斉（冬） 一斉（冬） 休校日 休校日

13：00～ 13：00～ 13：00～

1月10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

一斉（冬） 休校日 休校日

13：00～

1月17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

休校日 休校日

1月24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

２月分授業料 休校日 休校日

口座引落日

冬　期　講　習　期　間　

年　末　年　始　休　校　期　間

冬期講習期間　

冬　期　講　習　期　間　

1

月

1

週

冷蔵庫などに貼って

ご利用下さい。 ITTO個別　カレンダー

1

2

月

1

週

5

週

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　

1

2

月

1

2

月

1

月

4

週

1

月

2

週 夏　期　講　習　期　間

1

月

3

週 １月度　ITTO模試実施期間


