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20２2 夏期講習 申込み受付開始 6/6 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 80 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 1 セット 8 回) 生徒 1 人対講師 1 人  

中学 3 年生必修 ；高校入試対策講座（夏期～秋期での対策講座 集団指導形式） 

 

 

〇６月の面談について 

〇ホームページについて 

 

 ※かわら版とは、みやび個別指導学院と ITTO 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  （龍ケ崎市）龍ケ崎藤ヶ丘校     （牛久市）牛久校・ひたち野うしく校 

（守谷市）守谷久保ヶ丘校       （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 

 

教室長からの一言 

いつもお世話になっております。 

みやび個別指導学院 神奈川厚木校 室長の川原です。 

最近は、早くも夏の到来を予感させるような陽気が続いています。 

さて、夏は毎年やってきますが、「その夏」は一度しかやってきません。 

その夏に、勉強を頑張った思い出と、学力の向上の確かな実感を残すため、 

夏期講習を提案させていただきます。 

1 か月もの間、学校の授業がありません。この夏を成長と躍進の夏にしましょう。 

お得なキャンペーンもございます。 

友達もお誘いあわせのうえ、ぜひお申込み下さい！ 
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『今年の夏は、学習時間を確保し、 

たくさん勉強量をこなそう！』 

 

今回のかわら版では、今年の夏期講習についての詳細をご案内致します 

 

今年度の夏期講習期間は 7 月 18 日（月）から 8 月 31 日（水）です。 

※塾生の方々は 7 月 1 日（金）から受講開始可能です。 

 

夏休みの過ごし方、学習内容で、秋以降の成績が大きく変化します。当塾の毎年のデータからも 

夏期講習に参加した生徒の９月以降の成績は、確実にアップしています。 

毎日規則正しく生活し、学習習慣をつける為にも、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。 

 

※ 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。 

 

申し込み方法 

 同封されている「夏期講習のご提案」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。 

 なお、夏期講習の申込受付は 6/6(月)開始となります。 
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 ２；夏期講習の内容  

 
＜＜＜夏・ 個別＞＞＞  

・・・・・・・1 対 3 形式の個別指導です 

 

 ＜＜ 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。 

*通常授業と同じ時間でしっかり学習します。 

    ☆小学生：1 セット 1 科目 50 分×8 回 

☆中学生・高校生：1 セット 1 科目 8０分×8 回   

 

＜＜＜夏・ マンツーマン＞＞＞ 

・・・・・・マンツーマン指導です  ※教室長との面談が必要です 

 

  ＜＜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 

☆全学年共通 1 セット 1 科目 50 分×8 回 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

夏・個別 と 夏・マンツーマンの共通事項 

 

＜＜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。 

 

  ＜＜授業時間＞＞夏休み期間中；13:00～21:50 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。 

          

＜＜お申し込みについて＞＞ 

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。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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◎中学３年生 高校入試対策講座（一斉講習）  

 高校入試対策講座は、「夏・7 月～8 月」と「秋・9 月～12 月」をセットで受講いただきます。 

  ＊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。 

 

高校受験対策として、中学 1・2 年生からの単元順に学習します。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。授業担当は、受験に精通した教室長を中心に 

一部選抜講師陣で、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・学習量を確保するのに最適な講座です。 

☆☆☆昨年も受講生全員が県立高校進学です☆☆☆ 

（注）本講座は定員制の為、定員に達した時点で締め切りとなります。お早めに申込みください。 

    ※受験生の夏休みは、総復習の最後のチャンスです。個別指導だけでは難しい時間数も 

しっかりこなします。加えて、秋以降も引き続き、受験対策を行います。 

  ※定員：12 名 

 

 

≪日程・時間≫ １日 8０分を２コマ・主要 5 科目 詳細な日程は面談時に配布いたします。 

授業時間例 (夏休み中)13 時 00 分～14 時 50 分 または 17 時 30 分～20 時 20 分 

       (秋以降) 毎週月・木曜日 19 時 00 分～20 時 20 分  

 

≪授業科目≫ 夏期特訓；3 年生の各単元の先取り授業 

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   117,900 円（税込） 

       料金内訳…受講料 112,000 円 教材費（5 科目）5,900 円 

       夏期講習期間は「夏・個別」の併用もお願いします。 

         

＜＜お申し込みについて＞＞ 

 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。 

高校入試対策講座のみの受講は、学習時間、学習量の確保の点からもお勧めできません。 

ご提案の夏個別との同時受講をご検討下さい。 
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☆☆☆受講特典☆☆☆ 

夏期講習参加者全員へ プレゼント 

みやびオリジナル クリアファイル・ノート・下敷き 

 

  

 

夏期講習早期申し込み特典 

    6 月 30 日(木)までにお申し込みをされた方々へ 

図書カードまたは Amazon ギフトカードをプレゼント！！ 

 

 

 

 

  
① 夏個別・夏マンツーマンを 2 セット以上お申し込みされた方 

   ⇒図書カードまたは Amazon ギフトカード 1000 円分 

② 中学 3 年生対象 受験対策講座をお申し込みされた方 

   ⇒図書カードまたは Amazon ギフトカード 2000 円分 
  

  ※上記の特典は、①②のどちらかの適用となります。 

 

6 月 30 日(木)までに、同封されている「夏期講習申込書」と「受講料」 

を教室にお持ちいただけた方が対象になります。（6 月３０日締め切り） 
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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、その後ご入会いただくと 

       紹介してくれた塾生とご入会いただいた方の双方に 

3,000 円分のオリジナル図書カード 

または、Amazon 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！ 

◎お友達を紹介してくれた塾生には◎   

お友達が A）夏期講習受講後、８月末までに入会  

または、B）夏期講習申込と同時（６月・７月）に入会したら  

3,000 円分のオリジナル図書カードまたは、Amazon ギフトカード進呈 

 

     ◎紹介されたお友達（兄弟姉妹を含みます）には◎ 

     特典 1；8 月末までの入会でオリジナル図書カードまたは、Amazon ギフトカード進呈 

特典 2；入会金免除（9 月末日までにお手続きが必要となります） 

     特典 3；兄弟姉妹のご入会は、入会金免除・年会費免除・2 人目の授業料 20%割引 

     特典 4；転塾により入会となった場合は、初年度年会費を免除 

        ※入会が 9 月になった場合は、入会金無料キャンペーンは受けられますが、 

紹介キャンペーンは適用外となります。 

※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  

         ※特典のお渡しは、該当キャンペーンの 

終了後となります。 

 

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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〇6 月の面談について（大切）  

・・・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、お急ぎ教室長にお申し込み下さい。 

＊６月２４日までに面談を設定するためには遅くとも６月 10 日までにお申し込みください。 

（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。三者面談をご希望の方は、ご連絡ください。 

面談申込書に関しましては、今回同封しております。 

 （面談日程） ６月 1 日(水)～6 月 24 日(金)ですが 

 日程調整により、6 月 24 日以降の実施になる場合もございます。 

        できれば申込書に第三希望日時までは、ご記入の上お申し込みください。 

 

➡➡➡充実した面談のため、いろいろ準備しています。 

➡➡保護者の皆様と、沢山お話しをさせていただきたいと思っています。 

     ➡是非ご参加下さいますようお願い致します。 

 

・・・生徒面談 

     室長との生徒の面談を随時、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、講習受講の申し込みをお願い致します。 

 

〇当塾のホームページについて 

（教室ブログ随時更新中）         

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。さらに、スマホからもアクセスできるようになりました。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。お通いの教室のページを 

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。「かわら版」はホームページから見て頂くことができます。 

PC・スマホのどちらからでも、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 

是非ご紹介ください。 

みやび個別指導学院 神奈川厚木校  

 教室長 川原 忠 
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