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2022 年 

1 月 2０日発行                        神奈川厚木校の 

かわら版 
             1 月号  

 

 

 

 

 

 

 

★新年度 友人紹介キャンペーンのお知らせ 

★新年度プランについて 
 

１．お知らせとご案内 

２．お願い 

３．中学 3 年生・高校 3 年生の 3 月までの手続きについて 

４．中３高校入試直前対策講座の日程について 

５．自習室の活用について 

６．当塾のホームページについて 

７．合格者氏名掲示について 

８．同封物について 
 

 ※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。 

神奈川県 （厚木市）神奈川厚木校 

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）水戸西原校・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 

 

 

教室長からのご挨拶 

 
新年明けましておめでとうございます。 

  冬休みも終わり、3 学期が始まりました。 

中学・高校 3 年生は、受験を目前に控えラストスパートをかけています。 

もちろん他の学年の生徒にとっても、進学は特別なものです。 

  少し大人になって、気持ちを新たに、新年度の目標を立ててみるのはいかがでしょうか。 

  厚木校の講師一同は、何か成長するために一所懸命な生徒を全力で応援いたします。 

  今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 
         神奈川厚木校 教室長 川原忠 

                                       令和 4 年１月 20 日  
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★新年度 友人紹介キャンペーンのお知らせ★ 
 新規入塾友人紹介キャンペーンについて 

２月１日～４月２８日までに新規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。※期間内に紹介費用などお手続き完了の方が対象となります。 

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、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。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、同封の「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【２月～４月末日】 

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）に特典がございます。 

☆☆☆ 紹 介 特 典 ☆☆☆ 
紹介してくれた塾生に  

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 

入会金免除の特典に加えて 

オリジナル図書カード 5,000 円 

 

 

※注意事項 

●入会説明時に紹介カードをご提出ください。４月２８日までにお手続き(初回費用のご入金)が 

完了している方が対象となります。 

紹介カードは校舎にございますので、お気軽に講師や教室長までお声がけください。 

         ●特典(図書カード）のお渡しは、キャンペーン期間終了後となります。 
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  兄弟姉妹 ご入会のお勧め   

 

  小・中学校、高等学校の学習指導要領の変更後、学習内容が難しくなりました。苦手科目にならない 

 うちにと兄弟姉妹様の入会の問い合わせが増えております。「兄弟姉妹割引特典」のご案内をさせて 

頂きます。 

  ※兄弟姉妹で同時入会、通塾の場合の特典と致しましては、 

（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、２人目の授業料が「２０％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。 

    

 

 

 

 

★新年度プランについて 
       

 

～～～新年度プランご案内と保護者面談の流れ～～～ 

     下記の流れにて、新年度プランをご案内いたします。 

      授業形式（3 対 1）に変更はございません。 

      授業の振替は今年度と変わらず、前営業日までのご連絡で振替可となります。 

本部規定により、月内振替回数に制限がございます。 

 

① 新年度プランのご提案 
2022 年 4 月からの授業プランに関しましては、「新年度プランのご提案書」を同封しております。 

      プランの作成においては、お子様の現在の目標と向上すべき科目などを検討した上で、 

      「学習理解を深め、確実に成績向上する為、お子様の個性に合った指導」を最重要項目として 

提案させて頂いております。私どもはご提案をさせて頂いたプランを実行し、お子様の実力・成績アップを 

追究して参ります。何卒、ご提案させて頂くプラン受講をご検討下さい。 

中学 3 年生にも受験期ではありますが、高校入学後も当塾にて継続受講されることを念頭に、4 月からの 

高校 1 年生の「新年度プラン」をお送りさせて頂きます。 

 

②新年度プランのご説明（面談） 
「新年度プラン」そして生徒様の学力定着の為の「年間スケジュール」「季節講習」「受験情報」「使用教材」 

「各種模試」等の説明をいたします。お子様の新年度に向けた大切な面談となりますので、配布しております 

「面談申込書」に面談希望日時（第１～第３希望）を記入の上、１月２１日（金）まで教室にご提出いただき 

ますようお願い致します。 

保護者様との面談は、ご納得頂けるまで２度・３度とお話しさせて頂き、ご理解を頂けた上で「新年度プラン」 

を決定したいと思います。そのため、面談希望日をなるべく前倒しで設定されることをお勧めいたします。 

面談とプランの決定は、4 月からの授業曜日確定の準備の為、遅くとも２月１６日（水）までには終了させて 

頂きたいと思います。 

 

③新年度プランの決定 
全ての生徒様の新年度プランの、授業曜日時間帯を３月末までに決定したいと思っております。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

※新高校 1 年生(現中学 3 年生)の曜日時間の最終決定は、4 月以降となります。 

※4 月以降も、社員転勤・学生講師の大学履修の関係で、曜日時間帯が変更になる場合がございます。 

 

http://4.bp.blogspot.com/-cO7SX-VhdMg/UzIgzYouxHI/AAAAAAAAeiQ/X2CP_wQ88mU/s800/sakura_kaika.png
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１.お知らせとご案内 
 

○口座引き落とし日の変更について（毎月１６日に変更） 
  書面の配布や、本部からのメールなどで、何度かご案内させていただいておりますが、新年度４月分の 

  授業料より、口座引き落とし日が毎月２６日から、１６日に変更となります。 

  ４月分授業料引き落としの３月１６日より、変更となります。よろしくお願い致します。 

 

○塾のお休み 
    ２月；休講日はございません。2 月 1１日（金）2３日（水）の祝日は、通常通りの開校となります。 

    ３月；8 日・9 日・10 日は、休講となります。 

 

○現中学３年生『３月高校入学準備』(3 月通常授業について) 
    中３生のみなさん、神奈川県立入試まであと 26 日（1 月２０日現在）です。皆さんにとって高校受験、 

そして「合格」は最終ゴールではなく、自分の将来に向かう為のスタートラインに立つことであることを日頃 

よりお伝えしています。 

すでに、「中１から、きちんと学習しておけばよかったな。」と思っている受験生はいませんか？ 

高校の学習は、中学校以上のペースで進んでいきます。その学習に遅れないように 3 月中に中学英語・数学 

    の再確認と、高校の先取りの学習をしておきましょう。 

 

○新中学１年生（現小学６年生）準備学習 
 ３月以降の授業につきまして、小６までのまとめを行いながら、４月までの期間、英語と数学の学習準備 

を行って参ります。小学校の仲の良い友達をご紹介いただき一緒に学習をしていきましょう。 

中学校の授業にスムーズに移行できるように指導して参ります。 

 

 
 

 

○新中学３年生（現中学２年生）用のまとめ教材販売 
    新中学３年生（現中学２年生）用の３年間のまとめ教材を販売開始いたします。このまとめ教材は、３年間 

の内容を“解説”と“演習”により丁寧に復習するものです。主に自宅学習用として活用いただくものですが、 

通常授業の補習教材としても利用いたします。当塾の指定教材として講師が内容を熟知しておりますので、 

不明箇所の解説もし易くなります。お早めにご購入いただき、１年後に迫った受験対策としていただければと 

思います。なお、教材は一律ではなく難易度別になっております。教室長が生徒の習熟度に応じた教材を選択い 

たします。料金は教材によって違いますが１教科約 2,000 円から 2,500 円くらいです。 

     ※１月～2 月実施の「保護者面談」にてご紹介させていただきます。  

 

 

○中１・中２生の学年末テストターボ 
  

 テストターボチケット  ※1 シート（6 回） 1 回；50 分 1 対 1 80 分 1 対 2 100 分 1 対 3 

      チケット料金（税込）；1 シート中学生 18,600 円 高校生 23,600 円  

 

教室の座席数、時間帯の関係で、１対１の 50 分授業と 

1 対 2 の 80 分授業を組み合わせての実施となります。 

受講できる時間帯に限りがあり、またチケットの年度繰り越し 

ができない関係で、お申し込みをお受けできない場合があるかと 

思いますので、ご了承願います。 

その場合には、自習室をご利用ください。 
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２.お願い 

○定期テストの成績表・学年末通知表提出 
         今後の学習計画と受験指導のデータとして、また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、 

通知表と一緒に学校への返却前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。 

 

○引き続きマスク着用 
   コロナウイルス・インフルエンザの予防対策として、マスク着用・アルコール消毒液の設置を実施しております。 

今後も、受験期の更なる対策として生徒全員に塾内でのマスク着用をお願い致します。 

保護者様には、ご負担をおかけすることになり恐縮ではございますが、ご家庭にてお子様のマスクを 

ご用意いただき、通塾・授業中は着用して頂きますようお願い申し上げます。 

 

３.中学３年生・高校３年生の３月までの手続きについて 
中学３年生は、受験終了時より３月末までを高校入学準備期間として、中学３年間の総復習と 

入学する高校から出されています入学前課題や、クラス分けテストの対策を行います。 

 

＊＊＊高校入学後の継続受講のお勧め＊＊＊ 

  高校受験は、ゴールではなくスタートラインです。 

高校生として、学習リズムが確立する為、学習習慣を維持する為、 

4 月からの継続をご検討下さい。 
現高校３年生より新指導要項になっており、授業内容等が大きく変更されました。特に数学は、最初が肝心で 

あり、苦手にしてしまうと３年間取り返しのつかないことになってしまいます。当塾でも年々、卒業退会後の再 

入会を希望する生徒が増えておりますが、できましたら４月から継続し学習され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同封） 
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ヶ月でも期間があくと 

年会費無料の対象にはなりません。 

また高校生と中学生の授業プランが異なるため、４月以降、日時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１８日までに退会届を提出して頂きます。 

 
   

   

 

４．中学 3 年生 高校入試直前対策講座の日程について 

中 3 生向けに実施しております入試直前対策の日程は以下の通りとなります。 

県立入試に向けて、県立そっくり問題を使用して、演習・反復を繰り返し、得点力を極限まで高めます。 

最後の最後まで、あわてず、あせらず、あきらめずに。 

 1 月；17 日(月)・20 日(木)・22 日(土)・ 

24 日(月)・27 日(木)・29 日(土)・ 

31 日(月) 

2 月；3 日(木)・5 日(土)・ 

7 日(月)・10 日(木)・12 日(土) 

  月曜と木曜日；19 時～21 時 50 分 月曜日；英数国、木曜日；理社 

土曜日；13 時～17 時 50 分 英数国理社 



6 

 

 

５．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。 

※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。 

 

 

６．当塾のホームページについて    
 

  当社ホームページアドレス http://www.leo-virgo.co.jp 

 

厚木校ホームページはこちら⇒ 

厚木校ブログ http://www.leo-virgo.co.jp/blog/category/atsugi/ 

 今日の一番    

    

 

「いいね」も頂けると、作成の励みになります。 

 

かわら版は、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。 

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。厚木校のページをブックマークの上、 

ご覧ください。また、保護者様からは「こんな情報がほしい」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。 

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。 

 

 

７．合格者氏名掲示について 
  当塾では、例年、高校・大学受験の合格者を「祝・高校（大学・中学）合格 △△△君（さん）」という 

形で塾内掲示しております。これは、塾として「心から生徒の合格をお祝いしたい。」という気持ちと後輩の方々に 

「先輩は頑張ったよ。」と、これからの奮起を促す願いもこめられております。受験生のご家庭にはご理解を頂きご 

協力をお願いいたします。（掲載期間は、5 月末ごろまで） 

また、ホームページ用に顔写真をお願いする場合もありますので、ご協力ください。（許可をいただけた場合） 

掲載後でも、生徒本人、保護者様から、訂正・削除依頼があれば対応致します。 
※生徒・保護者様に合格体験談の記入もお願いしておりますので、ご協力をお願い致します。 

 

 

８．同封物について 

     「新年度プラン提案書」 

「新年度生募集中＋無料体験授業チケット」  

     「高校進学後の継続特典のお知らせ」（中学 3 年生）             

 

みやび個別指導学院 厚木校  

教室長 川原 忠 
 

 

 

 

http://www.leo-virgo.co.jp/
http://www.leo-virgo.co.jp/blog/category/moriyakubogaoka
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