
 

 

 

 

 

 

 

入塾についてのご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着個別指導 茨城統一テスト協議会加盟 

水戸市けやき台1-62-1-202 

℡029-248-7645 

✉info@suizemi.com 

http://suizemi.com 



費用費用費用費用とととと手続手続手続手続きのごきのごきのごきのご案内案内案内案内    

平成30年4月 

■入塾金入塾金入塾金入塾金    全学年全学年全学年全学年１１１１0,0,0,0,888800000000円円円円 

「春期」「夏期」「冬期」の「講習」を受講してからご入塾の場合は入塾金の半額が免除になります。 

ご兄弟で通塾いただく場合、卒塾後も入塾金は全額免除させていただきます。 

 

■授業授業授業授業料料料料 

１ヶ月４週制５，４００円～ となっております。（春・夏・冬の講習月は3週になる場合もございます。）

授業料の詳細は別紙受講コース一覧をご覧下さい。 

ご兄弟で通塾していただく場合は、お二人目以降の方の授業料を低額の方から20％割引かせていただきま

す。 

 

■諸経費諸経費諸経費諸経費    小学生小学生小学生小学生1,0801,0801,0801,080円円円円((((月額月額月額月額) ) ) ) 中学生中学生中学生中学生1,6201,6201,6201,620円円円円((((月額月額月額月額))))    

諸経費は、各種プリント代、冷暖房費、設備補修費等に充てられるもので、ご入塾された月から半期分（4

月～9月、10月～3月）までを一括納入していただきます。 

※途中退塾の場合でも返金できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

■教材費教材費教材費教材費    

各コースで使用する標準の教材費は無料です。 

※年度の途中で教材を紛失した場合や特別に教材をご用意した場合は別途教材費(実費)をいただく場合が

ございます。 

 

■茨城統一茨城統一茨城統一茨城統一テストテストテストテスト費費費費    

中学生中学生中学生中学生(5(5(5(5科目科目科目科目))))    4,4,4,4,００００00000000円円円円（（（（中中中中１１１１・・・・２２２２年生年生年生年生はははは自由参加自由参加自由参加自由参加※※※※    中学中学中学中学3333年生年生年生年生はははは全員参加全員参加全員参加全員参加））））    

    

茨城統一テストは茨城県で最大規模の統一テストです。県全体の中での順位、偏差値、志望校の合格可能性

がコンピュータで出力されますので、今後の学習方針や志望校の決定にお役立てください。 

（（（（※※※※夏期夏期夏期夏期およびおよびおよびおよび冬期講習中冬期講習中冬期講習中冬期講習中にににに実施実施実施実施するするするするテストテストテストテストはははは中中中中1111・・・・2222年生年生年生年生もももも全員参加全員参加全員参加全員参加ですですですです。）。）。）。） 

 

■春春春春・・・・夏夏夏夏・・・・冬冬冬冬のののの講習費用講習費用講習費用講習費用    

講習は生徒さん一人ひとりの学習内容が異なるため、費用も一人ひとり異なります。日程・授業回数のご案

内と同時に費用のご案内をさせていただきます。 

※※※※「「「「講習講習講習講習」」」」はははは学習学習学習学習のののの成果成果成果成果をををを定着定着定着定着させるさせるさせるさせる意味意味意味意味でとてもでとてもでとてもでとても大切大切大切大切なななな機会機会機会機会ですからですからですからですから、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして中学生中学生中学生中学生にはにはにはには全員参加全員参加全員参加全員参加

をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。（小学生は自由参加です。） 

 

■■■■費用費用費用費用のののの納入方法納入方法納入方法納入方法についてについてについてについて    

毎月27日、次月分を保護者の方が指定された口座より振替させていただきます。費用の明細を振替日前に

はお送りしますので、内容を確認のうえ期日までのご入金をお願いいたします。なお、入塾金・諸経費・通

塾開始月分の授業料につきましては現金にてご納入ください。 

※ 金融機関は常陽銀行のみとなります。（現金納入を希望される場合は月謝袋をお渡ししております。） 

※ 振替日が土・日・祝日の場合は金融機関の翌営業日が振替日となります。 

※ 事情があって退塾される場合、前月20日までに教室までご連絡ください。(20日以降のご連絡の場合、

銀行手続き上返金に応じかねます。あらかじめご了承ください。) 

 

■最初最初最初最初のののの授業授業授業授業でおでおでおでお持持持持ちいただくものちいただくものちいただくものちいただくもの 

入塾金・諸経費・通塾開始月分の授業料 

入塾願書 

誓約保証書 

口座振替依頼書 

筆記用具 

ノート（塾用に用意してください） 

 

ご不明な点は 水進ゼミナール（029-248-7645）までご連絡ください。 

 

 



コースコースコースコース概要及概要及概要及概要及びびびび受講費受講費受講費受講費    

小学生向小学生向小学生向小学生向けけけけコースコースコースコース    

① 週３時間コース                                  

 対象学年 小5～小６ 

通塾回数 

（選択） 

①90分×2 

②60分×3 

 指導教科 算数・国語・英語 

 受講費(税込) 16,200円 

算数・国語を中心に学校の学習内容の予習復習を行います。

さらに英語基礎コースの内容も学習し、中学向けの準備学

習を実施していきます 

家庭学習用に教科書準拠ワーク(国語)を使用します。 

② 週2時間コース 

 対象学年 小４～小６ 

 通塾回数 60分×2 

 指導教科 算数・国語or英語 

 受講費(税込) 10,800円 

算数・国語を中心に学校の学習内容の予習復習を行います。

国語を英語に変更して英語基礎コースの内容を学習するこ

とも可能です。 

家庭学習用に教科書準拠ワーク(国語)を使用します。 

③ 週1時間コース 

 対象学年 小4～小６ 

 通塾回数 60分×１ 

 指導教科 算数・（国語） 

 受講費(税込) 5,400円 

算数中心に学校の学習内容の復習を行います。    

算数の習熟度により国語の学習も行います。 

家庭学習用に教科書準拠ワーク(国語)を使用します。 

④ 英語基礎（週1時間）コース 

 対象学年 小5～小６ 

 通塾回数 60分×１ 

 指導教科 英語 

 受講費(税込) 5,400円 

中学生になる前の高学年生向け準備講座です。 

英会話ではなく単語や文法を学習しながら英語を書けるよ

うにすることを目標としています。 

ローマ字から中1の2学期までの学習内容です。 

⑤ 中学受験対策 ※個別設定となります。ご相談ください。 

中学生向中学生向中学生向中学生向けけけけコースコースコースコース    

① 週4時間コース 

 対象学年     全学年 

通塾方法 

（選択） 

①120分×２ 

②60分×2+120分×1 

③90分×2+60分×1 

 指導教科 英語・数学（他１科目） 

 受講費(税込) 21,600円 

英語・数学を中心に学校の学習内容の予習復習を行いま

す。英語・数学の習熟度により希望される他１科目（社

会または理科）の学習も行います。 

中学生の標準コースです。 

② 週3時間コース 

対象学年     中１～中２ 

通塾方法 

（選択） 

①60分×1+120分×1 

②90分×２ 

③60分×３ 

 指導教科 英語・数学 

 受講費(税込) 16,200円 

英語・数学からメインに学習したい科目をどちらか１つ

選択して頂き、学校の学習内容の予習復習を行います。

メイン科目の習熟度により他の１科目の学習も行いま

す。 

部活動や他の習い事が忙しい中学生向けです。 

③ 週2時間コース 

 対象学年     中１～中２ 

①120分×１ 通塾方法 

（選択） ②60分×2 

 指導教科   英語または数学 

 受講費(税込) 10,800円 

単科目（英語または数学）を集中して勉強したい中学生

向けです。開始時に科目を選択していただきます。 

 

④ 高校受験対策（週6時間）コース 

 対象学年 中２～中３ 

通塾方法 

（選択） 

①120分×3回 

②90分×4回 

 指導教科   3科目～５科目 

 受講費(税込) 25,920円(税込) 

徹底学習を希望される２年生および志望校合格を目指し

ている受験生向けです。学習時間を充分にとれるように

週3日もしくは週４日通塾していただきます。 

年度途中でのコース変更は充分に対応いたします。 

ここに書いていない時間設定（例えば９０分で週３回など）も可能です。 



通塾方法通塾方法通塾方法通塾方法ついてついてついてついて    

 

■通塾曜日および時間 

通塾曜日時間は下記の中から選択して通塾していただきます。 

 

月 火 水 木 金 土

17:00

17:30

18:00

18:30

休講

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

 

※学習終了時間は21時となります。 

 

■月間予定および休講日について 

 

月間予定は毎月発行の塾報にてご案内しております。台風や大雪などの緊急時にはメールまたはお電話で

ご案内しております。 

基本的には以下の場合に休講となります。 

 

・ 木曜および日曜は休講となります。 

・ 祝祭日は学習日の場合と休講日の場合がありますので塾報にて確認をお願いします。 

・ ５週ある月でその月内の受講回数がご契約コースより多くなる場合は休講となります。 

※模擬試験の実施や特別講習期間は上記の限りではありません。 

 

 

■授業の振替について 

 

学校の行事や体調不良によるお休みの場合はご希望により振替授業を実施します。ただし、欠席時には必

ず事前に電話またはメール連絡をお願いします。事前連絡なき欠席の場合、振替授業は実施しませんのであ

らかじめご了承ください。 

 

■メールアドレス登録について 

 

連絡用メールアドレスを事前にお知らせいただいております。下記要領で空メールを送信してください。

日中でも確認可能な携帯電話メールアドレスをご登録ください。 

送信先 info@suizemi.com 

件名  塾生氏名 

 

■その他の注意事項 

 

・通塾時間をきちんと守って通塾してください。 

・遅刻・欠席の場合は必ず電話連絡をお願いします。 

・自転車は通行の邪魔にならないように階段下のスペースに駐輪してください。 

 ・携帯電話はマナーモードに設定してください。 

・その他、他人の迷惑になることのないよう、礼節を守り、節度のある行動を取ってください。 

 

●ご不明な点は、教室までお問い合わせをお願いします。 

 

 

 

 

 



水進ゼミナール 塾内規約 

1. 当塾に入塾を許可された生徒を水進ゼミ塾生と称します。 

2. 入塾を許可された生徒は所定の塾生証を発行します。住所・電話番号等記載事項に変更が生じた場合は、

速やかに塾長に届けてください。 

3. 塾生は入塾と同時に、自分の所属コースに応じて通塾日、通塾時間帯を塾長と協議の上、決定してくだ

さい。 

4. 諸種の理由で、自分の通塾日、時間帯の変更を希望する者は、塾長に相談し、了解を得てください。 

5. 諸種の理由で、欠席、あるいは遅刻、早退する者は、本人または保護者が事前に電話または文書で連絡

して、塾長の了解を得てください。 

6. 尚、本人都合による場合、振替授業は原則として行いませんので、予めご了承下さい。（学校行事・体

調不良の場合はこの限りではありません） 

7. 無届けで３回以上欠席した者は、学習意欲を失ったものと判断し、退塾していただく場合があります。 

8. 諸種の理由で、２週間以上欠席する者は、事前に届け出(休塾届)が必要です。休塾届は保護者が記入し、

塾長の了解を得て発効します。 

9. 塾の休日は、原則として木曜、日曜、祭日、当塾の定める日とします。 

10. 諸種の理由で、退塾を希望する者は、保護者が来塾し、その理由を届け出てください。 

11. 一旦納入された入塾金、授業料、その他の費用は返却出来ませんので、予めご了承ください。 

12. 当塾でかかる費用は、原則として入塾時に定める入塾金、年間諸経費、教材費と毎月の月謝だけです。

尚、特別に徴収が必要になる経費について、事前にご通知致します。 

13. 当塾の授業料はすべて、当塾指定の金融機関より、毎月27日銀行引き落とし(翌月分先払い)で徴収し

ます。 

14. 万一、引き落としが不可能だった場合は、当塾より通知します。その場合は通知日より５日以内に、現

金で納入していただくことになります。 

15. 授業料納入が１ヶ月以上に滞る場合は、退塾していただく場合があります 

16. 諸物価の変動、教務体制の変更に伴う授業料等の変更については、事前に全保護者に通知します。 

17. 同一家族より２人以上通塾する場合は、２人目からの入塾金を免除します。また、２人目からの授業料

は20％減額します。 

18. 月の半ばより、入塾する者は、授業料の半額とします。 

19. 塾生は、入塾時、学期末、面談日には、当塾が指定する資料(学校の評価点〔通知表〕、各種テスト結

果、同問題・解答用紙、模試等の結果他)を提出していただきます。 

20. 当塾では、入塾時、及び各学期末に、塾長、保護者、塾生の三者協議によって、個々の塾生の学習目標

(長期学習プラン)を設定し、それに基づいて、塾生は日々の学習を行います。 

21. 個々の塾生に対する学習カリキュラムの作成と修正は、塾長(またはインストラクター)が行います。 

22. 原則として、当塾では塾生の在籍する学校で採用している教科書・教材に準拠して、個別カリキュラム

を編成します。 

23. 塾生は、原則として当塾が行う各長期休暇中の特別講座、及び各種の行事には参加していただきます。

塾長の了解なく不参加の場合は、退塾していただく場合があります。 

24. 教務、運営に関して塾則の定める範囲外の問題が生じた場合は、塾長、保護者及び塾生の三者の協議に

より誠意を以て処理します。 

 

【付則】塾生に関する規定 

１．授業開始前に、所定の教室に入ってください。 

２．授業中は、学習に関することを含め、私語を一切しないでください。 

３．休み時間は、教室のある建物から外に出ないでください。 

４．教室内での飲食を一切禁止します。 

５．塾の行き帰りに、どこにも立ち寄らないでください。 

６．教室内の備品(コンピューター機材、机、イス、壁)の破損・落書きをしないでください。 

７．遅刻・欠席をする場合は、事前に必ず連絡してください。 

８．自転車で通塾する者は、所定の位置に駐輪し必ず施錠してください。また通行を妨げないように注意し

てください。 

９．その他、他人の迷惑になることのないよう、礼節を守り、節度のある行動を取ってください。 

 


