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[(1)ごあいさつ]
平素は、当塾の運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
2022 年度も、これまで以上に生徒さん・保護者様方の期待にお応えできるよう、よりいっそうの努
力をしていく所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
[(2)2022 年度の年間予定]
2021 年度の 3 月から 2022 年度 3 月までの｢各講習の実施予定・定期テスト対策授業｣などについ
て、以下の表に記します。 なお、各小中学校の行事により、年間予定が変更になる場合もございます
ので、あくまでも目安としてお考えください。
※変更などがあった場合には、その都度ご案内いたします。
[行事予定]

月
3 月(2021 年
度)
4 月(2022 年
度)
5月

予定事項
[3 月下旬～4 月初旬]春期講習(新中 2・新中 3 が対象)
※新中 1 は小学生としての授業内にて実施

6月

[初旬]第一回定期テスト対策

7月

[7 月下旬～8 月下旬]夏期講習(中学生対象)

8月

中 3 統一テスト(1 回目)

9月

[上旬]第二回定期テスト対策
中 3 統一テスト(2 回目)
中 3 統一テスト(3 回目)
[10 月初旬～11 月下旬]秋期講習(中 3 対象)
[初旬～中旬]第三回定期テスト対策・学調対策(中 3 対象)

10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月

[12 月中旬～1 月初旬]冬期講習(主に中学生対象)
中 3 統一テスト(4 回目)
中 3 統一テスト(5 回目)
[下旬]第四回定期テスト対策
[初旬]第四回定期テスト対策
[1 月下旬～3 月上旬]直前講習(中 3 の希望者対象)
[3 月中旬～4 月初旬]春期講習(新中 2・新中 3 が対象)
※新中 1 は小学生としての授業内にて実施
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[(3)授業日程・クラスの種類]
2022 年度の授業日程[2022 年 4 月 1 日(金)開始]は、以下の通りになります。
なお、各小中学校の行事予定や生徒さんの都合などにより、日程が変更になる場合がございますが、
その場合にはあらためてご案内いたします。
[小学生]※学年ごとのクラス分けではなく、個々に合わせた個別指導の形式となります。
[受講方法]1 科目あたり週に 1 コマ(1 コマ＝40 分授業)

学年

科目

小学校全学年

算数・国語・英語
理科・社会

曜日
月曜日から
金曜日まで

授業時間
[A]17 時から 17 時 40 分まで
[B]17 時 50 分から 18 時 30 分まで

土曜日

[C]15 時から 15 時 40 分まで
[D]15 時 50 分から 16 時 30 分まで

[中学生]※学年ごとのクラス分けではなく、個々に合わせた個別指導の形式となります。

学年
中 1〜中 3

曜日
時間
月曜日から金曜日まで
19 時 30 分から 21 時 40 分まで
土曜日
18 時 30 分から 20 時 40 分まで
※(1)授業終了後は、希望者を対象として宿題サポート・補習を実施します。(無料)
※(2)指導科目に関連のない SDGs などの特別補習に関しては有料となります。
[中学生のクラス分けについて]

基本的には、習い事や送迎などのご都合に合わせて通塾曜日をお選びいただけますが、1 クラスの
指導人数(原則として「1 クラスの指導人数を 4 名まで」)に偏りが出ないよう、曜日の調整をさ
せていただく場合がございます。(2022 年度より、さらに個別指導を充実いたします)
また、習い事や送迎などの関係で、上記指定の時間帯では通塾が難しい場合を対象としまして、個別
の時間調整を受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
[高校生]
2022 年度より、高校生部門を開設いたします。
「時間割・料金」などの詳細につきましては、別紙にてご案内いたします。
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[(4)2022 年度の料金]
※(1)以下の料金には消費税が含まれております。
※(2)端数につきましては、10 円未満は切り上げさせていただいております。
※(3)毎年度末に、指導環境・設備投資・社会情勢などを鑑みて料金体系の見直しを実施いたします。
[①授業料金について]

科

目

学

年

料 金(月額)

1 週間に受講いただく回数

算数・国語

小 1〜小 6
3,300 円(税込)
1 コマ(各 40 分間)
英語・社会・理科
小 5・小 6
3,300 円(税込)
1 コマ(各 40 分間)
主要
中学校 1 年生から 23,650 円(税込)
週 2 回(計 240 分間)
※自習教室を毎日無料で利用可能
5 科目
中学校 3 年生まで
(1)中学生の「定期テスト対策学習」につきましては、上記の時間には含まれておりませんが、平日・
休日ともに無料にて実施させていただきます。
(2)小学生・中学生ともに、無料で自習教室のご利用が可能となっております。また、自習教室を週に
何度ご利用いただいても月額料金(23,650 円)に含まれておりますので、追加料金をいただくこ
とは一切ございません。(特別指導・各種講習・強化指導は除きます)
(3)個別指導充実のため、原則として 1 クラスの指導人数を 4 名までとします。
※「欠席者への代替指導実施」の関係上、また「指導員の急な体調不良」などにより、「指導員 1 名
につき 4 名まで」での指導ができない場合もございますことを、どうぞご了承ください。
[②諸経費[教室維持費](前期 4 月・後期 10 月)・教材費(4 月に納入)について]

小 学 生
中 学 生
諸経費[教室維持費]
[前期(4 月)・後期(10 月)]各 23,100 円(税込み)
教材費[年額]
全科目 1,800 円(税込)
詳細は次ページにて(税込)
[諸経費(教室維持費)につきまして]
※2017 年度に「新規エアコン設置(3 台)・新規トイレ設置(2 カ所)・トイレ設置に伴う内装工事・
iPad の購入(8 台)・プロジェクター設置(2 階教室・3 階教室)」などの設備投資をしたため、これ
らの半額を当塾より出資し、残り半額を諸経費に計上させていただき、10 年間で償却をしており
ます。また、2021 年度に授業で使用する iPad の追加購入(8 台)をしたため、これらの半額を当
塾より出資し、残り半額を諸経費(教室維持費)に計上させていただき、5 年間で償却をしてまいり
ます。
生徒さんにとっての快適な学習環境を整備するための設備投資となりますので、何卒ご理解とご
協力をお願いいたします。
[教材費(年額)につきまして]
教材を紛失された場合にはあらためてご購入いただくことになりますので、紛失には十分ご注意
ください。
「解答のみ」での購入が不可能なため、解答のみを紛失された場合でも「教材と解答のセット」での
ご購入となります。
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[小学生の教材代金(税込)]
小学生の教材は、各教科 1 冊あたり 1,800 円(税込)となります。なお、学年途中で「次学年の内容・
より上位の学習レベルに達した場合」などには、あらためて 2 冊目以降をご購入いただきます。
※プログラミングは教材費をいただきませんが、別途実費が必要となります。(別紙参照)
[中学生への指導・学習内容]
全科目、希望学習レベルに合わせて教材をご選択いただきます。
指導・学習内容
現在の学力・目標とする学力の目安
・小学生内容の学習に不安がある。(英語以外)
・前学年までの学習内容に不安がある。
①基礎的内容の学習 ・学校の授業についていくことに困難が見られる。
・平均点を取ることに困難さを感じる。
・まずは基本的な問題を解けるようにしたい。
・基本的な問題は難なく解くことができる。
②教科書内容の学習 ・安定して平均点以上を取れるようになりたい。
・文章での説明や難問に対しては困難が見られる。
・学校の授業を難なく理解できる。
・教科書内容については、自身で対応ができる。
③高難度内容の学習 ・どの科目も平均して 40 点以上を取っている。
・静岡高校や清水東高校などの受験を希望している。
・検定試験(英検・数検など)を受験したい。
[中学生の教材代金(税込)]
[①基礎的内容の指導]
子どもさんの個別学力差に対応するための「英語・数学の基礎教材(税込み 1 冊 1,500 円〜2,000
円ほど・各学年各科目ごとに 1 冊ずつ必要)」をご用意しております。
※基礎的内容の指導を希望される場合のみ、基礎教材をご購入いただきます。
[②教科書内容の指導]
教科書内容に沿った指導をするための、教科書準拠教材をご用意しております。
教科書準拠教材(税込み 1 冊 2,480 円・各科目 1 冊ずつ必要)
※(1)中学校 1 年生と中学校 2 年生の社会は「歴史・地理」の 2 冊が必要となります。
※(2)「高難度内容の指導」を受講される場合を除き、教科書準拠教材をご購入いただきます。
※(3)国語以外の 4 科目は、タブレット・携帯電話などによる動画授業を視聴することが可能です。
[③高難度内容の指導]
静岡高校・清水東高校などの進学校の受験を希望する子どもさんを対象として、高難度教材・検定試
験教材を無償提供いたします。なお、高難度教材の使用を希望される場合には、
「保護者様・子どもさ
ん・生井」との三者面談を実施させていただき、内申点の状況や各種テスト結果などを総合的に判断
のうえで対応をさせていただきます。
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[その他]
※(1)上記の教材費には、各種講習テキスト代金は含まれておりません。
※(2)消費税率・教材会社の料金改定などにより、金額が変更になる場合がございます。
[③兄弟姉妹の同時通塾割引きについて]

①小学生＋小学生
②小学生＋中学生

割引はございません。
2 人分の合計金額から 1,000 円の割引
※講習代金については１人分(中学生)のみ 5%程度の割引
③中学生＋中学生 2 人分の合計金額から 7,000 円の割引
※講習代金は 1 人分(上の学年)のみ 15%程度の割引
④その他(3 人以上) (1)中学生(1 人)＋小学生(2 人)
→3 人分の合計金額から 3,000 円の割引
※講習代金は 1 人分(中学生)のみ 10%程度の割引
(2)中学生(2 人)＋小学生(1 人)
→3 人分の合計金額から 12,000 円の割引
※講習代金は 1 人分(最上位の学年)のみ 50%程度の割引
(3)中学生(3 人)
→(3 人分の合計授業料が半額となります。
※講習代金は 3 人分の合計講習代金が半額となります。
※｢複数科目の受講割引｣と｢兄弟姉妹の同時通塾割引｣は、同時に適用されます。
なお、各種割引につきましては、
「毎月お支払いいただく授業料」が上限となり、授業料を上回る割
引はございませんので、どうぞご了承くださいませ。
[④複数科目受講時の割引きについて(小学生のみ)]

①週に 3 コマまでの受講 割引はございません。
②週に 4 コマの受講
合計額から 1,000 円の割引(月額 13,200 円→月額 12,200 円)
③週に 5 コマの受講
合計額から 1,500 円の割引(月額 16,500 円→月額 15,000 円)
④週に 6 コマの受講
合計額から 2,000 円の割引(月額 19,800 円→月額 17,800 円)
⑤週に 7 コマの受講
合計額から 2,500 円の割引(月額 23,100 円→月額 20,600 円)
⑥週に 8 コマの受講
合計額から 3,000 円の割引(月額 26,400 円→月額 23,400 円)
⑦週に 9 コマ以上の受講 最大金額が月額 26,200 円となります。(9 コマ〜12 コマ)
※納入いただく金額が複雑化する恐れがございますので、コマ数の変更は 1 ヶ月単位でお受けいたし
ます。
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[⑤当塾を卒業された兄弟姉妹がいらっしゃる場合の割引きについて]

当塾を兄弟姉妹が卒業された場合 ①毎月の授業料から 1,000 円の割引(小学生)
②毎月の授業料から 2,500 円の割引(中学生)
③各種講習代金を 10%程度割引(中学生)
※すでに当塾を卒業されたお子様が、
中学校 3 年生の 4 月末までに当塾にご入塾いただいたうえで、
同年度の 3 月末まで当塾に在籍いただけた場合を対象とさせていただきます。 なお、割引の対象
とさせていただく生徒さん(通塾生)はお一人のみ(最上級学年のみ)とさせていただきますので、ど
うぞご了承ください。
その他の各種割引(複数科目受講時の割引など)との併用は可能となっております。
※上記の「授業料」の中には、「教材費・諸経費」などは含まれません。
[⑥成績優秀者の割引制度]
※テスト終了後 1 ヶ月以内に個表の提示が必要となります。
※申請方式となりますので、該当される場合にはお申し出くださいませ。
「静岡県学力調査テスト(中学校 3 年生は 9 月と 12 月・中学校 1 年生と中学校 2 年生は 1 月に実
施)」を対象としまして、成績優秀者に対して授業料の割引をいたします。
割引金額や割引期間、割引対象の順位などにつきましては以下の表をご覧ください。

[割引期間]「テスト個表が返却された月」の翌月の 1 ヶ月間
[割引対象の順位・割引金額]
①各中学校の上位 10％以内(1 ヶ月の授業料を 5,000 円割引)
②各中学校の上位 5％以内(1 ヶ月間の授業料を 10,000 円割引)
※(1)当塾への入塾後、2 ヶ月以上経過している生徒さんが対象となります。
※(2)対象となる人数は、
「最大で各中学校の上位 3 名まで」となります。
※(3)割引対象となるのは「授業料」のみとなります。(各種講習代金などは適用外)
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[⑦特別減額制度について]
諸事情により正規の授業料のお支払いが困難な場合、
「毎月の授業料・各種講習代金」に関しましては
「特別減額制度」を適用させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。(教材費・諸経費
(教室維持費)・強化指導代金・統一テスト代金などは適用外となります)
なお、原則として「以下の条件に該当する場合のみ」の適用となりますので、どうぞご了承ください。
[適用条件]※以下の条件に当てはまらない場合でも、お気軽にご相談ください。
①1 ヶ月の授業料が、全収入(手取り金額)の 15%を超えている場合、または 15%に近い場合。
(諸経費のお支払い時期や講習などが実施される時期を除く)
②同居の方や、その他の方(友人・親族・旧親族を含みます)から、または公的機関などからの金銭的
支援が全く得られない場合。 または支援を受けていても「①の条件」にあてはまる場合。
③申告制での適用とさせていただきますので、当塾から情報開示の要請があった場合には、速やかに
源泉徴収票などの必要書類を提出していただける方。
④適用者が多数になってしまうと、当塾の経営に多大な影響を与えてしまうため、「途中での打ち切
り」または「途中での割引率の変更」がありえること、また状況によっては「先着順」とさせてい
ただく可能性があることにご理解をいただける方。
⑤その月の授業料を、必ず当月中にお支払いいただけることを確約いただける方。
⑥各ご家庭の収入状況によって割引率に変動がございますので、その点をご理解いただける方。
割引率につきましては、必ず個別面談をさせていただき、お話いただいた内容やご家庭の状況など
をふまえまして、その後に詳細を決定させていただきます。
⑦性善説により成り立っているシステムですので、上記の①から⑥に当てはまらないにもかかわらず
適用を受けていることが判明した場合には、それまでの差額を一括にてお支払いいただくことにご
了承いただける方。
※その他の各種割引との同時適用はいたしかねます。

[ご注意ください]
お申し込みがあった月からの適用となりますので、お申し込みいただいた後に「月日を遡っての割引」
および「月日を遡っての返金」などは致しかねます。
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[⑧フレンドシップ制度について]
お知り合いをご紹介いただいた場合、
「ご紹介いただいた方」
・
「紹介をされた方」ともに毎月の授業料
を恒久的に割引させていただきます。(入塾月から割引開始)
割引させていただく金額につきましては、以下の表をご参照くださいませ。
※恒久的＝「ご紹介いただいた方」・「紹介をされた方」ともに通塾を継続されている限り。

小学生
中学生

ご紹介いただいた方
紹介をされた方
毎月 500 円の割引
毎月 500 円の割引
毎月 1,000 円の割引 毎月 1,000 円の割引

※2 名以上ご紹介いただいた場合には、「1,000 円×人数(中学生)」・「500 円×人数(小学生)」の合
計額を、毎月の授業料より割引させていただきます。
なお、紹介された方が小学生から中学生へと進級した場合には、割引額が「500 円→1,000 円」
へと変更になります。
[例①]
紹介した
A さん
毎月 1,000 円の割引
[例②]
紹介した
A さん
毎月 2,500 円の割引

紹介された
C さん(中学生)
毎月 1,000 円の割引

紹介された
B さん(中学生)
毎月 1,000 円の割引

紹介された
B さん(中学生)
毎月 1,000 円の割引

紹介された
D さん(小学生)
毎月 500 円の割引

※割引額は「税込金額」となります。
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[(5)統一テストについて(中学校 3 年生のみ対象)]
年に数回、塾生(中学校 3 年生)には原則として統一テストを受験していただきます。
このテストは入試センターが主催し、受験回によっても異なりますが、数千人が受験する、｢中学校入
学時から、統一テストを受験する時点までがテスト範囲｣となっている、本格的な実力テストとなっ
ております。
このテストを受験することにより、定期テスト結果による「学校内での順位」のみではなく、県内で
のおよその順位や自分の弱点を詳しく知ることができるため、今後の高校受験に役立てる貴重な資料
となります。
本来ならば、統一テストは年間に 12 回ほど実施されるのですが、実際にはその中の｢筆記試験｣のみ
を受験していただきます。 これは、｢マークシート｣によるテストでは、｢その子の本当の力や、隠さ
れた癖を把握しにくい｣と、私どもが考えているからです。
受験日程や受験料の目安は以下の通りとなりますが、もしも受験を希望されない場合は、その旨をお
知らせください。
なお、入試センターに依頼するという受験システムの関係上、途中からの参加および途中での解約・
返金は致しかねますので、どうぞご了承ください。
※解答用紙はデータ分析や面接での資料とさせていただくため、当塾にて保管をさせていただく場合
がございます。
[受験日程(予定)]
※以下の日程は 2021 年度のものとなりますので、あくまでも参考資料となります。
詳細につきましては、別紙にて後日お知らせいたします。

中3

第一回

第二回

第三回

第四回

第五回

8 月下旬

10 月中旬

11 月中旬

12 月中旬

1 月下旬

[受験料金(予定・税込み)]
※以下の金額は 2021 年度の料金となりますので、あくまでも参考資料となります。
詳細につきましては、別紙にて後日お知らせいたします。
年間受験料
1 回あたりの受験料

新中 3
18,000 円
3,600 円
※当塾より「お申し込み用紙」を配布いたしますので、指定された期日(5 月中旬頃を予定)までに｢年
間受験料｣をお支払いください。
なお、途中入塾や特別減額制度を利用されている場合を除いて 1 回ごとの受験は受け付けておりま
せん。
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[(6)定期テスト対策補習(無料)・各種補習(無料)・各種講習(有料)について]
[①定期テスト対策補習(無料)]
中学生に対しては、各中学校の定期テストの 2 週間ほど前から「定期テスト対策補習(主に授業後や
土日・無料)」を実施いたします。 定期テスト対策補習の詳しい日程は、各中学校のテスト実施日に
より異なりますので、その都度お知らせいたします。 なお、部活動・学校行事などの関係で、定期テ
スト対策補習が実施できない場合もございます。
[②各種補習(無料)]
授業内で理解させることができなかった、
「現在学習をしている単元」に関して、すべての生徒さんを
対象として、無料にて補習をおこないます。 これらの補習は、小学生の場合は主に授業前(午後 4 時
頃から)に、中学生の場合は主に「平日の授業後(21 時 45 分から)」や「土曜日の授業後(20 時 45
分から)」に実施いたします。
[③各種講習(有料)・強化指導(有料)]
夏休みなどの長期休暇や授業後などを利用して、各学年を対象とした各種講習や、以前の学年での学
習内容にまで遡り、ごく基礎的な内容を学習するための「強化指導」を実施する場合がございます。
これらの指導に関しましては、毎月の授業料とは別途でお支払いいただく形になります。学年や指導
回数などによって料金は異なりますが、目安としては｢強化指導は月額 3,000 円程度([1 科目あたり]
兄弟姉妹割引・複数科目同時受講割引あり)｣･｢各種講習代金は 10,000 円から 30,000 円の間(講習
テキスト代金・消費税込み)｣の金額となる予定です。
※各種講習代金は、講習の回数によって金額が異なります。

[④塾生の兄弟姉妹対象の「小学生の宿題サポート」(無料)]
塾生の兄弟姉妹を対象として、宿題のサポートを無料にて対応させていただいております。(授業
の受講を希望される場合には別途料金が必要となります)
学校の宿題や、学校のテストなどでわからない部分がございましたら、ぜひこちらの宿題サポートを
ご利用ください。 お申し込みは随時お受けしておりますので、お気軽にお電話や E メールにてお問
い合わせくださいませ。
[宿題サポートの詳細]※算数のみを実施
[日時]小学生の授業日程に準じます。
[持ち物]筆記用具・上靴・学校の宿題・学校のテストなど
[その他]宿題サポート希望日の「前日の 18 時まで」にお申し込みください。
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[(7)塾への持ち物]
[全学年共通]※塾から配布されるもの以外は、各ご家庭にてご用意くださいませ。
①最低限の筆記用具(鉛筆またはシャープペンシル・消しゴム・赤ペン・青ペン・下じき・蛍光ペン
[どの色で可・最低でも 1 本以上])
(1)｢消しゴム｣は、鉛筆などに付いているものは不可とします。
(2)｢赤ペン・青ペン｣については、なるべく細い字を書けるもの(ボールペンタイプ)をお願いします。
(先端部が 0.5mm 以下のものを推奨)
(3)鉛筆またはシャープペンシルは、予備のために 2 本以上持ってきてください。
(4)鉛筆を使用する場合は、授業が始まるまでに削っておいてください。
②確認テスト・プリント類を収納するためのクリアケース
③上靴(以下の基準を満たすものをご用意ください)
・できれば、学校で使用する上靴のように、靴ひもが無くて簡単に履けるもの。
なお、クロックス類やスリッパは転びやすいために原則として不可とします。
※いままで外履きとして使用していた靴(靴ひもがあるもの)でも問題ございません。
・金額的に高価ではないもの。(万一の紛失時に補償ができないため)
・靴の色については、特に制限はございません。
[小学生]※受講科目によって異なります。
[算数]算数ノート・塾の算数ワーク
[国語]国語ノート・塾の国語ワーク
[英語]英語ノート・塾の英語ワーク
[社会・理科]塾の社会・理科ワーク
※慣れるまでは、英語ノートはなるべく 10 段のものをご用意ください。
[中学生]
①塾から配布されるワーク類。
②学校の宿題用ノート(授業中に使用できます)
③学校で使用しているワーク[※解答も含む](定期テストの 1 ヶ月前から)
④「英語・数学・国語・理科・社会」の教科書(定期テストの 1 ヶ月前から)
⑤その他、授業内で指示をされたもの。(三角定規・コンパスなど)
※学年によっては塾への持ち物が多くなるため、常に持ち物の整理をしてください。
なお、基本的には｢塾へ持参するべき持ち物｣・｢提出するべき宿題｣・｢指示されている持ち物｣以外
は、持参いただく必要はございません。
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[(8)塾でのルール]
①授業中の食事は禁止していますので、送りの車内などで口内に残っているアメやガムなどは捨てさ
せてください。(パンなどは持参していただいてかまいません)
飲み物に関しましては、授業中でも水分補給を許可していますので、持参していただいてかまいま
せん。
① 携帯電話の持ち込みは可能ですが、授業開始時までに｢音・バイブともに鳴らない｣という状態に
して、鞄の中に入れていただきます。
※授業中に鳴った場合には、授業終了時までお預かりさせていただきます。
③階段がせまくなっていますので、事故防止のためにも、すれ違う際には｢上り｣を優先させていただ
きます。また、慌てて上らないためにも、時間に多少の余裕をもって登塾してください。
④雨天時の傘については、階段の下で閉じるようにし、傘をさしたまま階段を昇降しないでください。
(建物の構造上、豪雨でもない限りほとんど濡れません。)
⑤｢遅刻・欠席｣の連絡については、必ず保護者様がご連絡ください。
生徒さんの自己判断による無断欠席を防止するためにも、特別な事情を除き、本人から、および友
人などを通しての遅刻・欠席の連絡・伝言は、一切受け付けておりません。
⑥携帯電話や携帯ゲーム機、音楽プレイヤーなどの「持ち込み」および「授業前後や休み時間中の使
用」は可能ですが、授業中は電源を切ってかばんの中に入れていただきます。
⑦電子辞書や、電子辞書の代わりとなるもの(iPad など)を持参し、許可が出た場合には授業中に使用
していただいてもかまいません。ただし、上記の時間中に「1 度でも」遊びに使用した場合には、
「その後の塾への持ち込み」を禁止させていただきます。
[(9)宿題について]
宿題につきましては、保護者様・子どもさんとご相談をさせていただいたうえで、個別に出させてい
ただいております。
原則として、一斉での宿題は出しておりません。
ただし、2021 年度の学習指導要領改訂にともない、子どもさんにとって必要な学習量が増大してお
りますので、
「語彙・単語・計算」などの基礎学習に対する宿題を定期的に出させていただき、確認テ
ストを実施しております。
[(10)居残り補習・呼び出し補習について(無料)]
塾で実施する確認テスト(基本的には範囲を指定しますが抜き打ちもあり)に不合格だった場合には、
授業後に「居残り補習」や翌日以降に「呼び出し補習」を実施する場合がございます。不合格だった
テストへの理解度や、通塾上でのご都合、また授業日程にもよりますが、上記のような補習をして理
解不足を補うようにしております。 なお、翌日の学校生活への負担を減らすため、原則として「居残
り補習・呼び出し補習」ともに 22 時 30 分までには終わらせるようにしておりますが、再テストな
どの関係で終了時刻が延びる場合もございます。
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[(11)自習教室のご利用について(無料)]
当塾では、希望者を対象として自習教室を無料で開放しております。
学校の宿題や塾の宿題などに取り組みたい場合や、なかなかご家庭では机に向かえない場合などに、
ぜひご活用ください。
また、
「家庭で勉強をするように声かけをしても、子どもさんが反発をしてしまい、なかなか机に向か
ってくれない。」というお悩みに関しましても、ご父母様からのご要望があれば、当塾より子どもさん
に声かけをして「呼び出し」をすることにより、自習教室にて学習をさせることも可能ですので、こ
のようなお悩みがある場合には、ぜひご相談くださいませ。(毎年 10 月から 2 月下旬までの期間中
は、中学校 3 年生を優先させていただいております)
なお、自習教室のご利用時に「指導時間帯と同時刻内」でしたら、
「個別指導をうけられる環境」
・
「疑
問点をその場で質問できる環境」を整えております。
※自習教室利用中は、休み時間や利用時間の前後を除き「一切の会話を禁止」
・
「仲の良い人と隣同士
に座らない」などの、様々なルールに従っていただきます。
[(12)定期テスト対策学習について(無料)]
各中学校の定期テスト日の 2 週間ほど前から、主に学校で使用している教材(定期テストに出題され
ます)を利用して、希望者を対象として通常授業終了後(21 時 45 分以降・土曜日は 20 時 45 分以
降)に定期テスト対策学習を実施いたします。
早い時期から総復習に入り、生徒さんの意識を定期テストに集中させることにより、より効果的に定
期テスト対策をしてまいります。
この期間中は、可能な限り塾へお越しいただく日数を増やし、学習する科目に偏りがないように定期
テストへの学習をさせてまいります。(※ご家庭で学習していただくことも可能です) また、ただ闇雲
に学習をさせるのではなく、指導員が一人一人に声かけをしていき、理解できない部分があった場合
には個別指導をすることにより、個別の弱点に対応をしてまいります。
なお、各中学校の定期テストの実施時期にもよりますが、定期テスト直前(定期テスト数日前)には、
土曜日や日曜日、祝日などを利用しての「定期テスト直前対策学習(無料)も実施いたします。
[(13)遅刻・欠席について]
遅刻・欠席を繰り返しますと、学習に遅れが出てしまいますので、体調不良の場合を除き、可能な限
り通塾をさせてください。
また、遅刻・欠席をされる場合には、その旨を可能な限り授業前までにご連絡ください。(授業中や授
業後、翌日以降にご連絡いただいてもかまいません)
連絡方法につきましては、｢電話連絡・E メールでのご連絡｣の 2 種類がございますが、24 時間受信
可能で、もっとも手軽な E メールでのご連絡をおすすめいたします。
なお、E メールでご連絡いただく際には、｢学年・生徒さんの氏名・欠席または遅刻の理由｣をご記入
のうえ、生井の携帯電話までご送信ください。
※電話連絡をいただく場合につきましては、
16 時から 22 時までは指導をしている場合が多いため、
電話に出られない場合がございます。
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[(14)保護者様との面談について]
2022 年度も、ご父母様方とお話をさせていただく機会を頻繁にご用意させていただきたいと思って
おります。これまでと同様に、定期的に面談希望用紙を配布させていただく予定でおりますが、もし
も早急の面談を希望される場合には、どうぞ遠慮なくお電話や E メールなどにてお問い合わせくださ
いませ。
[(15)授業料のお支払いについて]
[お支払い方法]
当塾では、授業料のお支払い方法について、銀行口座からの自動引き落としを導入させていただいて
おります。 原則としては｢自動引き落とし｣をご利用いただくのですが、これまでと同様に｢月謝袋で
のお支払い｣を希望される方、または 2022 年度より｢自動引き落とし｣の利用をご希望される方は、
その旨をお申し出ください。
また、｢自動引き落とし用紙｣を当塾へご提出いただいてから、すべての手続きが完了して、ご指定の
口座からの引き落としが開始されるまで、1 ヶ月から 3 ヶ月ほどいただく場合がございます。 引き
落としが開始される際には、当塾よりその旨をご連絡させていただきますので、それまでの期間は、
これまで通り月謝袋にてお支払いください。
[お支払いが困難な場合]
何かしらの事情で、授業料のお支払いが困難な月などがございましたら、どうぞ遠慮なくご相談くだ
さい。
「授業料の後日納付」や「講習代金の分割払い」など、私どもにできる範囲内でご協力をさせ
ていただきます。

[(16)休塾・退塾の手続きについて]
[休塾のお手続き]
ご家庭の事情などで休塾をされる場合には、その旨をお電話や E メールにてお知らせくだされば、最
長で 1 ヶ月間はお席を確保させていただきます。
※入院などによる病気療養の場合には、1 ヶ月以上の休塾もお受けいたします。
なお、空席待ちをしている方がいらっしゃる場合、休塾期間中は「授業料相当額」をお納めいただく
ことになりますので、どうぞご了承ください。(病気療養の場合は無料とさせていただきます)
また、休塾後に復塾する場合には、それまでの遅れを取り戻すため、復塾時の学力によっては授業前
後や土曜日などに「特別補習(有料[60 分間あたり税込 3,300 円]※病気療養の場合は無料となりま
す)」を行う場合がございます。
[退塾のお手続き]
退塾される場合には、その旨をお電話や E メールにてお知らせください。
退塾に関する書類をご記入いただくなどの、特別な手続きなどは必要ございません。
なお、授業料を｢自動引き落とし｣にてお支払いいただいている場合は、システムの関係上、最終月の
授業料が引き落とされてしまう場合がございます。 その場合、退塾月の 25 日以降には、銀行側か
ら当塾に対して｢引き落とし完了｣の連絡がありますので、その後速やかにお振込させていただきます。
なお、お振込み手数料はご負担いただくことになりますので、返金分の授業料から、お振込み手数料
を引かせていただいた差額を返金させていただきます。
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[(17)2022 年度の休日予定表]
休日予定については、各小中学校の行事予定などにより変更になる場合がございます。
変更がある場合には、その都度あらためてご案内いたします。
4月

29 日(金)昭和の日

5月

3 日(火)憲法記念日・4 日(水)みどりの日・5 日(木)こどもの日

6月

29 日(水)・30 日(木)月末休み

7月

18 日(月)海の日
23 日(金)スポーツの日

8月

11 日(木)山の日
12 日(金)・13 日(土)お盆休み

9月

29 日(木)・30 日(金)月末休み
※「19 日(月)敬老の日・23 日(金)秋分の日」は授業を行います。

10 月

1 日(土)・3 日(月)「10 月の月末休み」の前倒し
※「10 日(月)スポーツの日」は授業を行います。

11 月

休日はありません

12 月

29 日(木)・30 日(金)・31 日(土)年末休み
９日(金)・16 日(金)のどちらか一日が、｢塾内旅行前日の特別休日｣となり、その翌日が塾内旅
行のためにお休みとなります。
※塾内旅行を実施しない場合には、通常日程にて授業をおこないます。

1月

2 日(月)・3 日(火)年始休み
※｢9 日(月)成人の日｣は授業を行います。

2月

休日はありません
※(1)「11 日(土)建国記念日」は授業を行います。
※(2)「23 日(木)天皇誕生日」は授業を行います。

3月

29 日(水)・30 日(木)・31 日(金)月末休み
※｢21 日(火)春分の日｣は授業を行います。
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[(18)地震などの災害発生時の対応について]
①授業開始前までに避難勧告や警戒宣言などが出された場合には、その日の授業は行いません。
また、すでに登塾いただいている生徒さんにつきましては、すみやかにお迎えに来ていただきます
ようお願いいたします。
②授業開始後に避難勧告や警戒宣言が出された場合には、その時点で授業を中止いたしますので、速
やかにお迎えに来ていただきますようお願いいたします。
③授業中に大規模な地震が発生した場合には、津波からの避難を目的として、無事な生徒さんから近
隣の高層建築物へと誘導いたします。
※誘導に必要な「誘導灯・懐中電灯・警報アラーム付きメガホン」などは常備しております。
なお、生徒さんの救助や誘導に最善を尽くしますが、全員を確実にお守りできることをお約束でき
るわけではないことを、どうぞご理解くださいますようお願いいたします。
④授業開始直前(5 時間以内)に、東海地震の予想震源域を震源とする大きな地震(震度 5 弱以上)があ
った場合などは、原則としてその日の授業を行いません。
ただし、前日の夜間や当日の午前中などに発生した場合などにつきましては、特に建物などに被害
などが無い場合には授業を実施いたしますが、そのような場合に出席いただくかどうかの最終的な
ご判断は、保護者様にお任せすることになります。
⑤授業を実施しないことを決定した場合、当塾よりお電話や E メールにてご連絡をいたしますが、イ
ンターネット回線や電話回線が使用できない場合などは、ご連絡できない場合がございます。イン
ターネットに接続できる状況でしたら、静誠学習塾ホームページにも記載いたしますので、そちら
でもご確認ください。
[(19)代替授業について]
災害などで授業ができなかった場合や、部活動などの関係で各種講習を欠席された生徒さんに対して、
授業日程の調整が可能な範囲で代替授業を行います。 代替授業の日程につきましては、その都度ご
案内いたしますので、E メールや配布される文書などにてご確認ください。
災害が連続した場合や欠席過多の場合など、授業日程の関係で代替授業日程を組むことが困難な場合
などは、状況によっては「代替授業回数の削減」や「数ヶ月後に代替授業を実施する」などの対応を
させていただく場合もございますので、どうぞご理解くださいますようお願いいたします。
なお、家庭学習不足などの理由で普段から呼び出しとなっているために、自習教室をほぼ毎日ご利用
いただいている場合などは、授業や講習の代替日のご用意が難しいため、呼び出し時に代替授業の内
容に取り組ませることにより、代替授業・代替講習の実施とさせていただきます。
[(20)授業見学について]
主に無料体験期間中の方が対象となりますが、ご自由に授業を見学していただくことができます。
なお、若干ですが以下のような制限がございますので、どうぞご理解とご協力をお願いいたします。
(1)中学生の定期テスト対策期間中ではないこと。(定期テスト日の 2 週間前から)
※特に集中して学習に取り組ませたいため。
(2)新年度の開始直後ではないこと。
※新年度の開始直後は、教材の配布や新学年での心得などを説明するために、通常指導を実施できな
いことがあるため。
(3)一緒に見学されるご父母様が、お二人までであること。
※教室の広さに制限があるため。 また、大人数で見学いただきますと、生徒さんの集中力が途切れて
しまう危険性が高まるため。
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[その他・授業見学時の注意点など]
1.すでに入塾いただいている方で、授業見学を希望する場合には、E メールやお電話にてその旨を
お伝えください。
2.見学いただく際は、保護者様間でのお話や、生徒さんに声をおかけすることなどはご遠慮ください。
3.お車を停めていただくスペースがございませんので、自転車などでの来塾をお願いいたします。
4.同時に見学いただける人数に限りがございますので、授業見学希望日の前日までに、お電話または
E メールにて「授業見学希望」とのお申し出をお願いいたします。
なお、当日のお申し込みはお受けいたしかねますので、どうぞご了承ください。

[(21)ホームページアドレス・E メールアドレス・ご連絡先]

[静誠学習塾 HP アドレス]seiseijuku.net (http://は必要ありません)
※静誠学習塾の指導方針などについて、ご覧になることができます。
[静誠学習塾のホームページ(QR コード)]

[E メールアドレス(生井)]seiseijuku.namai@gmail.com
※ご連絡いただく際には、
「生徒さんの学年・生徒さんのお名前・ご用件」を入力くださいますよう、
お願いいたします。

[電話①]054-353-2522[静誠学習塾]
[電話②]080-1562-2911[生井の携帯電話]
[電話③]090-3480-2522[指導員の携帯電話(指導時間帯はこちらへ)]
※不在の場合には、生井の携帯電話へと転送(当塾から生井の携帯電話への通話料金は当塾負担と
なります)されますので、こちらからお電話をかけ直させていただきます。
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[(22)E メールアドレス登録のお願い]
保護者様の携帯電話のアドレスをご登録いただきますと、当塾からの様々なご連絡(授業日程の変
更・子どもさんの塾での様子などについて)を素早く確実に受けとることが可能です。
さらには、子どもさんが無断で塾を欠席した場合や、家庭学習をしている様子が見られない場合など
にも当塾よりご連絡をさせていただくため、塾を無断欠席したりすることなどを抑止できる可能性が
高まります。
すでに、在塾生のほとんどの保護者様が登録いただいております。 まだ登録がお済みでない方は、
ぜひ上記のアドレス(生井)まで、「学年・生徒さんの氏名」をご記入の上でご送信ください。 登録が
完了しだい、当塾より登録確認メールを送信させていただきます。

※上記 E メールアドレスの「受信許可設定」をお願いいたします。
[(23)遅い時間帯の帰宅サービス(無料)]
翌朝早い時間帯にご出勤されたり、小さなお子様を寝かしつけたりするために、遅い時間帯のお迎え
が困難な保護者様もいらっしゃることと思いますので、当塾では無料にて「遅い時間帯の帰宅サービ
ス」を提供いたしております。
特に距離の制限やお申し込み手続きなどは必要ございませんが、当サービスの利用を希望される場合
には、その都度メールにてご申し込みくださいますようお願いいたします。 なお、当サービスの利用
をご希望される場合には、生徒さんにご自宅の鍵を持参させていただきますようお願いいたします。
安全運転を十分に心がけておりますが、万が一事故が発生した場合には、自動車保険の契約内での補
償を最大とさせていただきますことを、どうぞご了承くださいませ。
また、最大で同時に 3 名まで(運転手を除く)の乗車が可能ですが、もしも乗車定員数を超えた希望者
がいらっしゃった場合には、数回に分けて帰宅サービスを実施させていただくため、帰宅時間が多少
遅くなる場合がございます。
※定期的な帰宅サービス契約を結ぶことはできませんので、どうぞご了承ください。
[(24)当塾の指導方法・指導内容]
小学生・中学生ともに、個人の学力や志望校などに合わせた個別指導をいたします。
また、無料体験終了後に保護者様との面談をさせていただき、無料体験中に把握をさせていただいた
現在の学力や弱点単元などをお伝えし、入塾後の指導方針や使用教材の選定をしてまいります。
[小学生] ※「理科・社会」は保護者様とのご相談のうえで指導内容を確定いたします。
(算数)教科書準拠ワークを使用し、原則として学校の進度に合わせて指導してまいりますが、弱点単
元に直面した場合や計算力などに問題点が見られた場合には、補助教材を使用した弱点単元指
導に切り替えて、徹底した対策をとってまいります。また、理解の状況によっては前学年の内
容に戻って弱点対策をしてまいります。
(国語)国語という教科の土台となるだけでなく、他の教科の土台にもなる「文章読解力の習得・思考
力の訓練」を中心に指導してまいります。 また、
「しっかりと文章を読む癖」と「集中力」を
身につけさせるためにも、文章を正確に書き写す訓練もしてまいります。
※国語辞典や漢和辞典などの使い方の指導もしてまいります。
(英語)アルファベットやローマ字の指導など、英語学習の土台となる内容についての徹底指導はもち
ろんのこと、教科書準拠教材と iPad を使用することにより、
「聞く・話す・読む・書く」の 4
技能をバランスよく身につけさせてまいります。

19

[中学生]
(国語)「中学校で使用している国語教材」を使用し、主に定期テスト前に個々のテスト範囲に合わせ
て、それぞれの単元の「読み取りのポイント」や「解き方のポイント」などを指導してまいり
ます。
(英語)教科書準拠教材を使用し、学校の進度に合わせて「本文内容・文法」などの指導を進めてまいり
ます。 また、1 つの単元が終わるごとに「単元テスト」を実施し、その単元の理解度の確認・弱
点への対策」もいたします。
なお、生徒さんの理解状況によっては、
「学年を戻っての文法指導」
・
「単語強化」なども行なって
まいります。※中学校 3 年生は「長文対策」もしてまいります。
(数学)基礎的な問題から応用問題までを含む教科書準拠教材を使用し、基本的には学校の進度に合わ
せて、実践的な問題演習に取り組んでまいります。
また、単元終了ごとに確認テストを実施し、理解の浅い生徒さんに対しては、
「基礎的内容」を
中心に数学の学習に取り組ませることにより、まずは数学に対する苦手意識を取り除いていき、
理解の深い生徒さんに対しては、よりいっそう難しい問題に取り組ませることにより、数学に
対する理解と自信を深めてまいります。
(社会)「教科書を読む」・「教科書内の知らない語彙を書き出して意味を調べる」という、まずは社会
を学習するうえでの基礎知識を身につけさせ、その後は教科書準拠教材を使用して「知識の定
着」を図ってまいります。また、近年の定期テストや高校入試などで増えている「資料を使っ
た問題の解き方」なども指導し、
「図表や資料などを読み取って答えを導き出す力」を身につけ
させてまいります。
(理科) 「教科書を読む」
・
「教科書内の知らない語彙を書き出して意味を調べる」という、まずは理科
を学習するうえでの基礎知識を身につけさせ、その後は教科書準拠教材を使用して、学校の進
度に合わせて、実践的な問題演習に取り組んでまいります。
また、各単元終了時に単元テストを実施することによって、個別の弱点を把握し、理解の浅い
単元については繰り返し指導をしてまいります。
(強化指導[英語・数学または算数])
中学生に対して、主に「小学生での学習内容(算数)」
・
「前学年までの学習内容(数学・英語)や長文問題
(英語)」に関しての指導を行います。
「現在の学年での学習内容」が理解できない最大の要因として、「以前の学習内容が理解できていな
い」ということが挙げられます。 そのため、個別の学力に合わせてつまずいた学年にまで戻って指導
をしてまいります。
※通常授業とは別日程にての指導となるため、
「強化指導代金」を別途お支払いいただきます。
(兄弟姉妹同時通塾割引などの対象となります)
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[その他]※以下は全て無料となっております。
(①小学生の宿題サポート)
「授業が始まる前の時間帯」や「授業時間と同時刻」に、学校の宿題でわからない部分のサポートを
いたします。 お申し込みなどは必要ございませんので、どうぞお気軽にご利用ください。
(②中学生の宿題サポート)
通常授業終了後(夕方の時間帯でも可能です)に、学校の宿題に取り組む時間を設けることにより、塾
の授業がある日でも、スムーズに学校の宿題に取り組めるようにしております。 その日の宿題の中
に理解できない問題などがあったとしても、すぐに指導員からのサポートを受けることができる状態
になっております。
なお、通常指導内でも宿題内容に関するご質問は随時お受けしております。
(④英検対策)
希望者を対象として、英語検定・数学検定(準 2 級・3 級・4 級)などの対策補習を実施いたします。
なお、受験する級にもよりますが「学校の教科書内容」よりも難しいため、原則として「学校の定期
テストで 40 点以上」をコンスタントに取れている生徒さんに限らせていただいております。
※受験に必要な教材は、当塾でご用意いたします。
(⑤進学校受験希望者への補習)
清水東高校や静岡高校などの進学校の受験を希望する生徒さんを対象として、難易度の高い問題
への対策補習を実施いたします。 なお、こちらの補習には受講資格があり、目安としては「定期テス
トの順位が上位 10%程度までに入っていること」とさせていただいております。
※特別に課題を出させていいただく場合がございます。 なお、この補習に使用する教材につきまし
ては、全て無料にてお渡しいたします。

[(25)当塾保護者様対象の説明会・学習研究会(無料)]
年に数回、清水テルサの研修室を利用し、当塾の保護者様対象の「学習説明会・入試説明会・当塾指
導内容の説明会・学習研究会」などを開催いたします。
学習説明会では「ご家庭での学習方法」
・
「保護者様による、子どもさんに対するご家庭での支援方法」
・
「学校での過ごし方や注意点」などを、入試説明会では「高校入試のシステム・内申点の取り方や合
格基準の目安」などを、当塾指導内容の説明会では「当塾の指導方針・授業の進め方・補習や居残り・
定期テスト対策学習」などの様々な内容につきまして、じっくりと時間をかけてご説明させていただ
きます。各説明会後には、時間の許す限り個別相談もお受けしておりますので、ぜひ積極的にご参加
いただけますと幸いです。
※清水テルサ駐車場(清水駅東口駐車場)の代金は、当塾で負担させていただきます。
※ZOOM を活用した説明会・学習研究会も予定しております。
[(26)その他のご案内]
今後当塾への入塾をご検討いただいている兄弟姉妹、ご友人のお子さまなどがいらっしゃいまし
たら、優先的にお席をご用意させていただきますので、ぜひ当塾をご紹介いただけますと幸いで
す。もちろん 1 ヶ月間は無料体験期間となりますし、兄弟姉妹同時通塾の割引もございます。
また、すでに通塾または卒塾されている兄弟姉妹がいらっしゃる場合には、毎月の授業料の割引
もございます。
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