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◇◆◇ ◇◆◇

英検・中学受験・高校受験・大学受験などすべて対応できる学習塾！

◇◆◇　小学生・中学生・高校生・高卒生対象　◇◆◇

受付１５時～１９時　℡ 0289-65-6486

　GUIDE BOOK

始めよう！ふれあい教育

入会案内



確認チェク欄

■ご入会の際に必要なもの
　郵便局または足利銀行の通帳。金融機関お届け印（はんこう）をご持参ください。

■授業料の納入は，毎月５日，郵便局または足利銀行の口座振替になります。
   口座振替が遅れた場合には現金で直接教室に納めてください。

■季節講習（春期・夏期・冬期）は年間カリキュラムの一貫として行いますので，
　全学年とも必修でございます。講習案内は別紙にて郵送させていただきます。

■当ゼミナールでは，年間の総授業日数を基準にして，月謝算定をしておりますが
   月による日数の多少については，テスト対策等で代替えさせていただきます。

■学力テストの受験は必修ですので，ご案内を差し上げましたら必ず受験してください。
   詳しくは年間学力テスト一覧表をご覧下さい。

■コース変更・退塾は前月の20日までにご連絡下さい。連絡が遅れますと
   今まで通り引き落されますので,ご注意下さい。
   退塾届けが提出されない限り在席扱いとなり欠席の有無に関係なく授業料を
   お支払いただくことになりますのでご注意下さい。

■クーリングオフは入塾１週間以内の退塾の場合は納入金を返還いたします。
  （ただし受講した授業分は除きます。）

■当日欠席の振替授業はございません｡　振替授業の振替もございません。
お客様都合による振替授業はクラス設定及び人数制限はございませんのでご注意下さい。

全国各地に教室がございますが各教室それぞれが地域密着型です。

引落不能の場合、事務手数料216円ご負担していただきます。

時間は学年によって多少異なりますが主に60分と80分がございます。
教科は主要教科（英語・数学）以外の教科も文系・理系問わず対応しております。
自分に合った勉強を能力に応じて，理解するまで徹底的に指導します。
　また勉強を楽しく・わかる・できるように日々、継続的に

　ワンゼミは他に負けない熱意と情熱をもって、君を応援します！

以上の規則を守れず，学習のさまたげとなる生徒は，退塾を命じます。

６，教室内外の施設に対する落書きはしないこと。
７，宿題は必ず家庭学習として実行すること。
８，授業中は真剣に取り組むこと。私語は慎むこと。
９，自転車で通学する場合は，必ずカギをかけて指定場所に駐輪すること。

５，勉強道具以外（漫画・ゲーム等）のものを持参しないこと。

その地域の学習状況にあわせた学習指導・ﾃｽﾄ対策もおこなっております。

一橋ゼミナールの教育方針

保護者の方へ

　小学生・中学生・高校生・高卒生を対象とした総合学習塾です。
指導形態は、お客様のニーズにあわせて３タイプにわけております。
少人数制(６名程度)・個別指導（２名）・完全個別（１名）がございます。

一橋ゼミナールは“ふれあい教育主義”

 ※　重要事項　入会なされる前に必ずお読みください。

４，他の生徒に迷惑をかけない。または授業の妨害になるようなことをしないこと。

◆◇　一橋ゼミナール校則

２，遅刻・欠席の場合は，教室へ連絡すること。
１，授業開始時刻５分前に必ず入室すること。

３，服装は学校登校時に応じる服装とするが，私服の場合は，派手な服装はさけること。

学習を指導していくのが当塾のふれあい教育主義の使命だと考えております。



安心設定！

②
通信登録料

2,700円

月の中途入塾者の場合・・・日割り計算（１回の授業料×回数）となります。

振替授業

はじめての方でも安心！入会時の不安も解消！充実した内容！

無料サポートシステム

① ②

欠席の確認

③

無料定期テスト対策

当日欠席の振替授業は

出来ません。前日までに

ご連絡をいただければ振替

授業は行います。

10,800円 約１ヶ月以降自動引き落としになります。

授業料 足利銀行・郵便局

の通帳＆届出印鑑　

入会金 教材費

教科数によって料金は異なります。

■□　入会手続きにご用意いただくもの

③①

何人かの友達と競い合って学習をしたい方むきです。

■□　授業時間　１教科：６０分 or ８０分の選択になります。小学生の場合４０分もございます。

注意：少人数制クラスは３名以上の人数に満たない場合は学年・教科などによるクラス別はございません。

ワンゼミ　　各種別料金・インフォメーションのご案内

内容　・　特色

■□　ワンゼミクラス種別のご案内

※表示金額は全て8％税込み価格となっております。

勉強スタイルに合わせ、自分にあった種別を選んでください。

自分のペースで弱点克服の学習をしたい方むきです。

⑤④

クラス種別

完全個別クラス

個別指導クラス

少人数制クラス

教師１人に対して生徒１人の完全マンツーマン授業クラス

勉強について行けない方または、難関校受験を志望している方むきです。

教師１人に対して生徒２人までの個別クラス

教師１人に対して生徒３人～最大６人までの少人数制クラス

自習教室の確保 面談の実施 進路相談会の実施

④ ⑤

自習教室での自習が自由 大学受験などワンゼミ

場合に、自宅または保護者

携帯に出欠の確認をします。

安全策として有効です。

中間・期末テストまたは

あゆみ診断テスト等の定期

テスト対策授業を無料で

実施いたします。

 1０分を過ぎても授業に

本人が来塾していなかった

必ず１週間～２週間前に またインフルエンザや修学

旅行等の長期欠席も対応

いたします。

塾の営業時間内であれば 中学受験・高校受験

⑥

お送りします。安心設定
実施日時などのご案内を

夏と冬の年２回希望制に

相談を受付いたします。

の独自の資料を基に進路

相談会を個別に実施します。

ご予約をいただければ随時ください。場合によっては

わからない所の質問を受付

いたします。

で静かにできます。

必ず来塾前に連絡を

よる面談を実施します。

勉強のやり方はもちろんの

こと学習指導や進学・進路

相談など各学年にそった内容

をお話しさせていただきます。
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月 火 水 木 金

17:00～17:40 17:00～17:40 17:00～17:40 17:00～17:40 17:00～17:40

18:00～18:40 18:00～18:40 18:00～18:40 18:00～18:40 18:00～18:40

17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30

18:30～19:30 18:30～19:30 18:30～19:30 18:30～19:30 18:30～19:30

１冊につき

1,080円

※いちめいクラスで他のテキスト及び教科書選択の方は教材費を請求いたしませんが
初回プリント代を１教科につき4,320円お支払いしていただきます。

１教科につき1,620円

1月～３月入塾者追加教材

答えることができる勉強作りをします。最新の経済状況なども含め時事問題

にも対応できる指導をします。

　算数の授業は学校の教科書に準拠した内容を行います。学校の内容を復習します。

6,480円 9,720円

算数 また計算だけではなく割合・単位・文章問題などを詳しく説明いたします。

算数がよく分からない・苦手などを克服できるようにします。

　アルファベットやローマ字など基本事項の徹底を行います。

低学から英語をはじめることによって英語の学習法が身に付きます。

読む・書く・話すができる英語学習をバランス良く理解させます。

中学受験対応授業

４０分授業
17:00～17:40

18:00～18:40

カリキュラムを基に指導します。中高一貫校にも対応できます。

理科

■□ 教材費

絞って指導します。過去の学年の内容につまずきがあれば、いつでもさか

社会

小学生の授業
　学校で使用している教科書を基本に教科書に準拠した問題集を使用し

学校でつまずいたところを重点的に強化演習していきます。

進度は学校とほぼ同時で学校の単元テストで高得点を取ることに狙いを

ワンゼミの教科説明

時間単位

１年間使用・新年度（４月）に更新されます。講習等は別途になります。

ワンゼミでは、小学1年生～６年生対応可能な塾です！

１教科 2教科 3教科

英語

私立中学校の受験対策授業も1名クラスにて受講可能です。

学校によって出題傾向が大きくことなるので受験校に応じて

※私立中学受験の教材費は別途１教科につき3,150円追加になります。

※少人数制クラスの場合曜日・時間の指定はご容赦下さい。

　授業時間帯 通常授業は月曜日～金曜日になります。
土曜日は、英検・塾テスト・塾テストやり直し等です。

3,240円

　図や表などを中心に理科ノート作りを行います。

物理・化学・生物など将来理系にすすむことが難しくならないように

理科の興味を持たせるよう指導します。

　歴史・地理・公民などの分野で語句を覚えさせるだけではなく意図的な理由を

のぼって指導します。ワンゼミの楽しくわかる授業を体験してみて下さい。

国語
のですが文章の内容を把握できる力は今後、どの教科でも必要なものです。

小学校の教科の中で一番重要な教科です。どうしても算数中心に学習しがちになる

　国語の授業は読み・書きを中心に学校の教科書に準拠した内容を行います。

◎基本～応用までしっかりとワンゼミは学力を身につけさせます。

土（英検・塾テスト等）

６０分授業
17:30～18:30

18:30～19:30



注意　2名クラスの人数が1名の場合は1名クラスになります。

注意：少人数制クラスは３名以上の人数に満たない場合は2名クラスや1名クラスになります。

1名クラスや2名クラスから移行できるクラスです。

クラス人数の増減があった場合、翌月からクラスの変更が可能になります。

クラス移行の連絡が随時希望の方は、入会申込みまたは変更届の欄にチェックしてください。

教科は１教科から選択できます。教科科目を変更の際には教材費が別途必要になります。

小学生料金は英検及び季節講習・テスト代等は料金に含まれておりません。

17,280円

最初に個人の学力や適性をみて学習するスタイルを構築するクラスです！
POINT　伸ばしたい教科 ・特殊教科・中学受験等に向いてるクラスです。

このクラスに慣れてから2名クラス・少人数制クラスの移行が可能です。

8,640円

１年生～６年生

学年 教科数

１教科選択

■□ 1名クラス　先生１人対生徒１人（完全個別）

小 学
１年生～６年生

学年

授業時間４０分 授業時間６０分

5,760円

３教科選択

小 学
11,520円

授業時間６０分

5,040円 7,560円

授業時間60分

※移行する場合にはいくつかの条件がございます。詳しくは担当者までにお尋ねください。

25,920円

２教科選択

17,280円

２教科選択

授業時間

１教科選択

教科数 授業時間40分

40分･60分授業の１教科で週１回通塾になります。2教科は週２回・3教科は週３回になります。

少人数制クラスは曜日指定と時間指定が出来ませんので御了承下さい。

テキスト選択可

※移行する場合にはいくつかの条件がございます。詳しくは担当者までにお尋ねください。

■□ 2名クラス　　先生１人対生徒２人（個別指導）

 料金表　小学１年生～小学６年生対象　税込み価格

4,320円 6,480円小 学
１年生～６年生

■□ 少人数制クラス（約６名程度）　先生１人対生徒３人～６人程度

学年

塾指定テキスト使用

12,960円

塾指定テキスト使用

１教科選択

授業時間40分

あなたにピッタリのクラスを設定します。

◇ ご注意 ◇

３教科選択 15,120円 22,680円

15,120円２教科選択 100,80円

※中学受験指導の場合は1教科につき2,160円各授業時間料金に加算されます。（小学4年生～対応）

POINT　お友達同士またはライバル同士で頑張れるクラスです。

POINT　何人かと競い合って頑張りたいクラスです。

※移行する場合にはいくつかの条件がございます。詳しくは担当者までにお尋ねください。

※　時間割・教科選択・クラス選択などは担当者にご相談ください。

３教科選択 12,960円 19,440円

1名クラスから2名クラスに移行できるクラスです。

8,640円



月 火 水 木 金

個別クラス等 18:30～19:30 18:30～19:30 18:30～19:30 18:30～19:30 18:30～19:30

少人数制クラス等 19:35～20:35 19:35～20:35 19:35～20:35 19:35～20:35 19:35～20:35

少人数制クラス等 20:20～21:20 19:35～20:35 19:35～20:35 19:35～20:35 20:20～21:20

個別クラス等 18:10～19:30 18:10～19:30 18:10～19:30 18:10～19:30 18:10～19:30

少人数制クラス等 19:15～20:35 19:15～20:35 19:15～20:35 19:15～20:35 19:15～20:35

少人数制クラス等 20:40～22:00 20:40～22:00 20:40～22:00 20:40～22:00 20:40～22:00

〇　普段受講している教科を指導させていただきます。曜日・時間帯などの詳細は別紙にてご案内します。

□　中学3年生用　土曜日限定受験生対策授業 高校合格ｺｰｽ 9月ｽﾀｰﾄ！

期間　9月から翌年3月上旬まで　土曜日３回１時限４０分授業　料金は１教科4,320円～　詳細は別紙にてご案内します。

１冊につき

1,080円

※追加教材は受講している教科で更にテキスト希望者販売
※完全個別クラスで他のテキスト及び教科書選択の方は教材費を請求いたしませんが
初回プリント代を１教科につき5,400円お支払いしていただきます。

料金

17:00～18:00（60分）

○　定期ﾃｽﾄ前にﾃｽﾄに出やすい所を徹底指導します！

□　テスト対策授業（実施月６月・９月・11月・２月）中学生全学年対象

テスト対策授業

4教科 5教科

■□ 教材費 １年間使用・新年度（４月）に更新されます。講習等は別途になります。

1月～３月入塾者

定期テストの成績アップを目的として短期的にテスト前まで５教科を対象としてテスト対策授業を行います。

17:30～18:00（30分）

日割り１回分料金　※日割り１回分×教科数×受講回数分になります。

授業時間帯
通常授業は月曜日～金曜日になります。

テストでもっと点数を上げたい。さらにテスト順位で上位をめざしたい。わからない所を中心に教えて欲しい。

□　5教科有料テスト対策　(実施月予定　6月・9月・11月・2月）

時間単位

18:00～19:00（60分）

土（英検・漢検・数検）

　　　　この様な生徒が受講しています。　各教科５０分授業　詳細は別紙にてご案内します。

17:00～17:30（30分）

16,200円

3教科

中学生の授業

60分

8０分

※少人数制クラスの場合既存のクラスに編入なりますので曜日・時間の指定はご容赦下さい。

　学校で使用している教科書を基本に教科書準拠問題集やオリジナル問題集を使用し学校でつまずいた所を

重点的に強化・特訓していきます。進度は学校よりも少し遅めで、学校のテストでの成績アップに狙いを

絞って指導します。高校入試に直結したコースもございますのでワンゼミの授業をぜひ体感してください。

※土曜日は塾の学力ﾃｽﾄ及び英検・漢検・数検になります。

2,160円×教科数×受講回数分

※中学3年生の少人数制クラスの英語・数学は80分授業になります。60分授業は中1～中2まで

１教科につき1620円

１教科 追加教材

3,240円 6,480円 9,720円

2教科

12,960円



60分
国・理・社から

9720円

国・理・社から

19,440円

国・理・社

23,760円

※中学3年生の少人数制クラスの英語・数学は80分授業になります。60分授業は中1～中2まで

少人数制クラスは曜日指定が出来ませんので御了承下さい。

教科は１教科から選択できます。教科科目を変更の際には教材費が別途必要になります。

中学生料金は英検及び季節講習・テスト代等は料金に含まれておりません。

※　時間割・教科選択・クラス選択は担当者にご相談ください。

詳しくご説明させていただきます。

52,920円

73,440円

91,800円

16,200円

32,400円

43,200円

中学3年生 授業時間

19,440円

23,760円

27,000円

８０分
英・数から

12,960円

英・数

22,680円

英・数+（国・理・社から）

１教科

２教科

３教科

４教科

５教科

27,000円

英・数+（国・理・社から）

学年

料金表　中学1年生～中学3年生対象

1教科～5教科は国語・数学・英語・理科・社会の中から選択出来ます。

注意：少人数制クラスは３名以上の人数に満たない場合は学年・教科などによるクラス別はございません。

■□ 少人数制クラス（６名まで）　先生１人対生徒３人～６人

POINT　何人かと競い合って頑張りたいクラスです。
注意：少人数制クラスは３名以上の人数に満たない場合は学年・教科などによるクラス別はございません。

教科数
中学1･2年生 授業時間

６０分

30,240円

30,240円

英・数・国・理・社

33,480円

３教科 42,120円 55,080円

POINT　お友達同士または集中して頑張れるクラスです。

学年 教科数 授業時間６０分 授業時間８０分

教科数

4教科

授業時間６０分 授業時間８０分

１教科 14,040円 18,360円

２教科

60分/80分授業の１教科で週１回通塾になります。2教科は週２回・3教科は週３回になります。

１教科

２教科

３教科

■□　完全個別クラス（１名まで）　先生１人対生徒１人

POINT　完全ﾏﾝﾂｳﾏﾝで学習 ・難関受験等に向いてるクラスです。

59,400円

75,600円

20,520円

38,880円

塾指定テキスト使用

中 学

1年～3年

塾指定テキスト使用

1年～3年

中 学

■□　個別指導クラス（２名まで）　　先生１人対生徒２人

28,080円 34,560円

9,720円

テキスト選択可

中 学

１年～３年

お客様都合による振替授業はクラス設定及び人数制限はございませんのでご注意下さい。

振替え等によるクラス指定はできません。

5教科

学年

◇ ご注意 ◇



月 火 水 木 金

個別/完全個別クラス 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30

個別/完全個別クラス 17:50～19:10 17:50～19:10 17:50～19:10 17:50～19:10 17:50～19:10

または 個別/完全個別クラス 19:15～20:35 19:15～20:35 19:15～20:35 19:15～20:35 19:15～20:35

60分 個別/完全個別クラス 20:40～22:00 20:40～22:00 20:40～22:00 20:40～22:00 20:40～22:00

個別/完全個別クラス 17:50～20:35 17:50～20:35 16:50～20:35 17:50～20:35 17:50～20:35

個別/完全個別クラス 19:15～22:00 19:15～22:00 19:15～22:00 19:15～22:00 19:15～22:00

60分 個別/完全個別クラス 18:10～19:10 18:10～19:10 18:10～19:10 18:10～19:10 18:10～19:10

※完全個別クラスで塾指定以外のテキスト及び教科書選択の方は教材費を請求いたしませんが
初回プリント代を１教科につき6,480円お支払いしていただきます。
※160分の教材は料金が2教科分の教材費になります。

※追加教材は受講している教科で更にテキスト希望者販売　１教科につき2,160円～　学年共通

〇　普段受講している教科を指導させていただきます。曜日・時間帯などの詳細は別紙にてご案内します。

※通常授業を受講の方は割引がございます。
教科　数・英・国・その他の受験教科から選択できます。

１年間使用・新年度（４月）に更新されます。講習等は別になります。

高校生・高卒生の授業

　授業時間帯

◇大学・短大・専門学校などの問題傾向及びアドバイスなど受験情報を提供します。

　また、学校の授業に沿った授業内容を提供することもできます。

　あなたに合ったクラスを選択する事によって効果的に成績を伸ばすことができます。

8０分

20:00～21:00（英）

5,400円 10,800円 16,200円 １教科につき2,700円

18:00～19:00（英）

19:00～20:00（英）

3教科

■□ 教材費

160分

4,320円 8,640円 12,960円

1月～３月入塾者１教科

　ワンゼミであなたの悩みを解決しましょう！

土　　英検クラス時間単位

17:00～18:00（英）

通常授業は月曜日～金曜日になります。
※土曜日は塾のﾃｽﾄ及び英検・高校生学習サポートクラスになります。

3教科

高校１年生・２年生の教材費

高校3年生・高卒生の教材費

1月～３月入塾者

１教科につき2,160円

１教科 2教科

2教科

24,840円
15,120円
30,240円

入試対策対策コース

◎対象学年　高校3年生・高卒生

◎期間　９月～翌年２月

受験を意識した学習内容（過去問・赤本など）　

□　テスト対策授業（実施月５月・６月・９月・11月・２月） 高校生対象 　　※一部変更あり

○　定期ﾃｽﾄ前にﾃｽﾄに出やすい所を徹底指導します！

※高校生は通常授業＋学習サポートクラスをオススメします！

１時限60分授業×3回/月

料金
1教科ｺｰｽ
2教科ｺｰｽ

個別1教科ｺｰｽ
個別2教科ｺｰｽ

11,880円



教科は１教科から選択できます。教科科目を変更の際には教材費が別途必要になります。

高校生・高卒生料金は英検及び季節講習・テスト代等は料金に含まれておりません。

※　時間割・教科選択・クラス選択は担当者にご相談ください。

詳しくご説明させていただきます。

※同学年または同学校（理系or文系）に限り個別指導クラスは適用されます。

◇ ご注意 ◇

60分/80分授業の１教科で週１回通塾になります。2教科は週２回になります。

お客様都合による振替授業はクラス設定及び人数制限はございませんのでご注意下さい。

１教科 19,440円 23,760円

高校３年生
２教科 34,560円 41,040円

30,240円 36,720円

高校２年生
１教科 17,280円 21,600円

２教科 32,400円 38,880円

注意　1人の場合は完全個別クラス料金に適用されます。

学年 教科数 授業時間６０分 授業時間８０分

高校１年生
１教科 15,120円 19,440円

２教科

高校２年生

高校１年生

■□個別指導クラス（２名まで）　　先生１人対生徒２人

POINT　苦手教科を集中して頑張れるクラスです。
※個別指導クラスの数学はⅡ･Bまでになります。

教科は数学・英語だけになります。

１教科 21,600円 25,920円

高校３年生
２教科 41,040円 47,520円

１教科 19,440円 23,760円

２教科 38,880円 45,360円

１教科 17,280円 21,600円

２教科 36,720円 43,200円

料金表 高校１年～高校3年・高卒生対象

高校生の基本クラスは完全個別クラスになります。
※国語・社会・数学（Ⅲ含む）・理科・英語の特殊教科対応クラス。

■□完全個別クラス（１名まで）　先生１人対生徒１人

POINT　わからない所が確実にわかるようになるクラスです。

学年 教科数 授業時間６０分 授業時間８０分



29日
6月2日

前期3月～

後期7月～

前期3月～

後期7月～

前期3月～

後期7月～

授業時間・曜日などは申込み案内用紙にてご確認下さい。※ 完全個別は1名までのクラス・ 個別指導は2名までのクラスになります。

授業期間は前期3月～5月になります。

授業料は１ヶ月単位のお支払いになります。

※注意事項　当教室は英検試験会場ではございませんのでご注意下さい。
受験は各自（本人）にて学校にお申し込み下さい。締め切り日に注意してください。
試験手続きをご希望の方は登録・試験会場案内などを代理で行います。

英検対策ｺｰｽは英検の試験を受けなくても受講出来ます。　

当日欠席による振替授業はございません。必ず前日前までにご連絡下さい。

英検授業対策を解約する場合は当月20日までにご連絡下さい。翌月から解約扱いになります。

二次試験対策は希望制の有料になります。試験合格後別紙にてご連絡させていただきます。

英検対策授業を受講して一次試験に不合格の方は同級の授業料を半額で受講できます。

前期日程（火曜日・土曜日）

後期日程（火曜日・土曜日）

8日/12日 15日/19日

英検を取得しましょう！
英検を持つメリット

◇　ワンゼミでは、英検合格を目標に学習指導します！　◇

英検は段階式になっているので自分の英語力が把握できるからです。

②英語の成績が上がります！

実施予定日（変更の際はご容赦下さい。）

なぜなら、推薦入試などでは英検を重視しています。加点されます！

①高校入試・大学受験に有利！

学習のポイント！

基本から行います。

単語・文法などを

中心に行います。
14日/17日 21日/24日

3月授業 13日

7日/10日

24日

28日

17日

4月授業

8月

3日/7日

28日 29日

■□ 英検対策クラス (期間限定対策授業)

後期7月～10月上旬まで

22日/25日

前期４月～６月上旬まで

2018年度

10日/14日7月

形式で行います。
5月授業

英検３級コース 4回 60分

英検準２級コース 4回 60分

授業料クラス

15,120円

9月

英検２級コース

4日/8日

コース 1ヶ月の回数 授業時間

4回 60分

11日/15日

30日
単語・文法などを

個別指導

形式で行います。

20,520円

2017年度

基本から行います。
16日 17日/21日

完全個別

英検の出題範囲・傾向を

開始時期

20日

初回教材費

26日

18日/22日
本番に向けて実践

本番に向けて実践

英検の出題範囲・傾向を

中心に行います。

学習のポイント！

実施予定日（変更の際はご容赦下さい。）

後期7月～9月になります。

3,240円

3,240円

25日/29日

14,040円個別指導

3,240円



テスト種類・実施月・料金 (税込み8%)

※　実施案内は郵送にてご連絡させていただきます。

テスト代金は実施月に引き落としになります。

時間の使い方等、いろいろな点で自己の勉強スタイルを見直せるのです。
　また、ワンゼミではテストのやり直しを必ずさせております。
テスト実施にあたり塾生は必修になっておりますので
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

テスト代 １回につき3,900円になります。

※高校生以上は各テストをとりそろえておりますので、受験希望のテストはご相談下さい。

小学生４年～６年生 テスト名：全国統一模擬試験

実施月 ４月・６月・８月・１０月・１月の年５回　　

高校３年生 テスト名：旺文社　実力判定ﾃｽﾄ

高卒生

実施月 ４月・８月・１月の年３回　　

テスト代 １回につき2,160円になります。

■□年間学力テスト一覧表

テスト代 １回につき2,700円になります。

小学生１年～３年生 テスト名：全国統一模擬試験

中学１・２年生

実施月

テスト代

４月・６月・８月・１０月・１２月・２月の年６回　

テスト名：全国統一模擬試験

１回につき3,240円になります。

中学3年生 テスト名：全国統一模擬試験

実施月

実施月 ６月・８月・10月・11月・12月・１月の年６回　　

４月・５月の年2回　　

テスト代 １回につき3,780円になります。

中学3年生 テスト名：下野模擬テスト

１回につき4,320円～になります。

西北出版　シニアテスト（センター対応）

実施月

※　中学３年生は全国統一模擬試験＋下野模擬テスト＝年８回になります。

高校１・２年生 テスト名：旺文社 実力判断ﾃｽﾄ

実施月

テストによって習熟度を確認したりまたはテストになれることによって受験にむけての

　ワンゼミでは、各学年テストを推奨します。

テストの意義

テスト代

年に２回実施　１回目（５月～６月）　２回目（２月～３月）　　　

１回につき3,780円～になります。

テストは、面倒で点数が取れない・難しいと言うご意見が一部ございますが、

年に３回実施　１回目（5月～６月）２回目（９月～10月）３回目（10月～11月）

テスト代



備考

小学生クラス変更の連絡　　希望する・希望しない

◎　あなたの授業予定日時は次の通りです。(             )

①兄弟姉妹入塾の場合入会金無料
（以前兄弟姉妹が在席の場合→入会金半額）
②兄弟同時入塾の場合、両方とも入会金無料
※　①や②適用の場合、ご紹介特典は適用されません。

③兄弟姉妹月謝割引・季節講習割引
（ただし料金の低い方が半額になります。但し振替はございません。）

キャンペーン期間中の同時特典はございません。 ※ ３年以内に復塾した場合→入会金無料

※他塾から３ヶ月以内に入塾の場合→入会金無料

　　他塾の明細または領収書等をご提示してください。

備考欄

英検対策クラス　土曜日　【月４回】　

英検授業期間　　　

５級コース
４級コース

ワンゼミは家計も応援します！

　　月　　日

　　　　：　　～　　：　（　　分間） 　　月　　日

　　月　　日

友達やお知り合いのご紹介　特典

(紹介用紙に必ずご記入ください。)

　復塾・他塾からの乗り換え　特典

○兄弟姉妹には,ご紹介特典は適用されません。

英検クラス 金 額項 目

授業開始日曜 日

　　　　　　　円

　　　　　　　円

　　　　　　　円

準２級コース
2級コース

科 目

◆◇　一橋ゼミナール 特典　◇◆

　　　　曜 日

　　　　曜 日

　　　　：　　～　　：　（　　分間）

　　　　：　　～　　：　（　　分間）

兄弟姉妹 特典　この機会にぜひ！

※ 図書カードをご紹介者に進呈

※この見積もり書は記入から２週間後無効になります。

◎　あなたの入会明細表 ［見積もり書 ］　　　　　　
担　当

　　授 業 時 間　（　　分間）　　　

合計

３級コース

　　　　曜 日

■□  入会にあたって

40分   ・   60分   ・   80分

金 額

通信登録料

授業料

　　　　　　　円

　　　　　　　円

入会金 　　　　　　　円

年　　　月　　　日記入　　

項 目

小 ・ 中 ・ 高　　　　　年生

完全個別（1名）クラス ・ 個別指導（2名）クラス ・ 少人数制クラス　

教材費国 ・ 数（算） ・ 英 ・ 理 ・ 社

学 年・クラス・時間・教科数　等を記入

　　　　　　　円

　　　　　　　円

　　　　　　　円（　　）級 授業料

合　計 　　　　　　　円

高校生の理科は物理・化学・生物から選択　社会は日本史・世界史・地理から選択　

　　月　　日

　　月　　日

初回教材費

　　　　：　　～　　：　（　　分間）

　　　　曜 日

　　　　曜 日

　　　　：　　～　　：　（　　分間）



2018年度予定表

■連絡先■　遅刻・欠席は必ずお電話ください。

平日受付時間　15:00～19:00になります。

☆塾行事 ◎大学入試関連 ◆高校入試関連

　春期講習 3月26日（月）～4月5日（木）(10日間)必修！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

☆塾学力テスト実施月（対象　小4～中3） 月度 小学生 中学生 高校生
　　30日（月）休講 4月授業 ３回 ３回 ３回
注意　4月29日（日）～5月6日(日）まで塾はお休みです。 塾テスト ● ●
☆中間テスト対策 テスト対策

☆塾学力テスト実施月（対象　中3） その他授業

5月1日（火）～6日（日）まで休講 5月授業 ４回 ４回 ４回
7日（月）から5月授業開始  塾テスト ●

テスト対策 ■
☆塾学力テスト実施月（対象　小4～中2）☆下野模擬実施月(対象 中3) その他授業

☆期末テスト対策 6月授業 ４回 ４回 ４回
☆保護者面談(6月下旬から7月上旬実施予定） 塾テスト ● ●下野 ●

テスト対策 ■ ■
その他授業

16日（月祝）  海の日　授業あり 【21日（土）まで通常授業】 7月授業 3回 3回 3回
22日（日）から塾夏休み開始 塾テスト

夏期講習　7月23日（月）～27日（金）(前期5日間)必修！ テスト対策

夏期講習　7月30日（月）～8月3日（金）(中期5日間)必修！ その他授業

夏期講習　8月6日（月）～ 11日（土）(後期6日間)必修！ 8月授業 ４回 ４回 ４回
14日（火）･15日（水）･16日（木）　受験生対象お盆特訓（3日間） 塾テスト ● ●下野

テスト対策

この期間中に実施します。実施の詳細は、事前にご連絡いたします。 その他授業

◆合格コース面談（中3）・◎入試対策コース面談（高3・高卒） 9月授業 ４回 ４回 ４回
☆塾学力テスト実施月（対象　小4～中2）☆下野模擬実施月(対象 中3) 塾テスト ●高３以上

３日（月） ２学期授業開始 テスト対策 ■ ■
17日（月）敬老の日　授業あり　 24日(月)秋分の日　授業あり その他授業

◆8日（土）より高校合格コース開始(中３） ☆模試（対象 高3･高卒） 10月授業 ４回 ４回 ４回
☆中間テスト対策 塾テスト ● ●下野 ●高３以上

テスト対策

その他授業

☆塾学力テスト実施月（対象　小4～中2）☆下野模擬実施月(対象 中3) 11月授業 ４回 ４回 ４回
8日（月）  体育の日　授業あり ☆模試（対象 高3･高卒） 塾テスト 下野 ●高３以上

29日（月）･30日（火）･31日（水） 休講 テスト対策 ■ ■
注意　10月29日（月）～11月1日（木）まで　塾はお休みです。 その他授業

 ☆私立高校入試相談・大学入試相談を希望者のみ受付実施します。 12月授業 3回 3回 3回
塾テスト ●下野

 ☆下野模擬実施月（対象中3） ☆模試（対象 高3･高卒） テスト対策

1日（木）休講 2日（金）  文化の日　授業あり その他授業

23日（金）　勤労感謝の日　休講（但しテスト対策など実施予定） 1月授業 3回 3回 3回
 ☆期末テスト対策 ☆保護者面談（11月下旬から12月上旬実施予定） 塾テスト ● 下野

テスト対策

☆塾学力テスト実施月（対象　中１～中2）☆下野模擬実施月(対象 中3) その他授業

 23日（日）から 塾冬休み開始（～1月10日） 2月授業 ４回 ４回 ４回
 冬期講習12月25日（火）～29日（土）（前半5日間） 必修！ 塾テスト ● ●
 30日（日）･1月2日（水）･3日（木）受験生対象正月特訓（3日間） テスト対策 ■ ■

その他授業

 2019年度予定表 3月授業 3回 3回 3回

塾テスト

 冬期講習1月4日（金）～8日（火）（後半5日間）必修！ テスト対策

11日（金）３学期授業開始 その他授業 ◇体験 ◇体験 ◇体験

◆私立高校入試始まる。  ☆受験生保護者面談希望者のみ実施します。 ※予定のため多少の変更はご容赦下さい。

◎大学入試センター試験  ☆下野模試実施月（対象 中3）

☆塾学力テスト実施月（対象小4～小6）

11日（月）  建国記念の振替日　授業あり 県立高校入試直前特訓 2月下旬～3月上旬

◆県立高校推薦入試 ◎国公立大入試始まる（２次試験） ◆県立高校入試

☆学年末テスト対策 ☆新学期学習相談会希望者のみ実施します。　 22日（金）から塾春休み開始

☆塾学力テスト実施月（対象中１～中2） 春期講習3月25日（月）～29日（金）(前半5日間)必修！

☆模試（対象 高1･高2）

塾からの □ 台風・地震・降雪などの自然災害により学校が休校または、早退になったときは生徒の安全対策上 塾も休講とします。
おしらせ □ 塾学力テストご案内は月謝明細表と一緒に同封されますので日程を確認して必ず受験してください。

□ 月謝明細表は毎月末に郵送されますので必ずご確認くださるようお願いします。

２月 ３月

□ 当日の欠席による振替授業はございません。授業に出席出来ない方は早めにご連絡ください。

11月

 ◎大学推薦入試始まる (一般公募・指定校推薦)

12月

１月 1月2日（水）･3日（木）年明け特訓2日間

◎私大学入試始まる

8月 17日（金）～30日(木）  平常授業[集中授業]・英検対策クラス　

9月
9月中旬　入試対策コース開始（高３･高卒生）

10月

5月

6月

7月

　　8月分のお月謝は通常通りとなります。講習費用は別途必要です。
℡/fax 0289-65-6486

4月   7日（土）  １学期授業開始 年間授業日数一覧表

一橋ゼミナール
2018～2019

※ 注意事項
※日程などに一部変更の生じることがあります。掲示・連絡などにご注意ください。

※通常授業休講日は、塾の春・夏・冬休み、日曜・祝日、及び下記の休講の日です。
※毎月のお月謝等は、当月分を当月５日までに御納入いただくこととなっています。

鹿沼晃望台校　　また、8月の平常授業は【集中授業/予定表参照】がありますので



選択番号

〒　　　－

□　行事予定などで欠席がわかっている場合はお早めに欠席届をご提出ください。

□　連絡は、電話連絡・FAX送信・携帯メール・パソコンメールでも前日までに連絡があれば振替可能です。

（後日欠席届は必ずご提出ください。ご提出がない場合は振替日程を作成できません。） 受付
□　当日の欠席による振替授業は行えません。振替授業の振替も行えません。

□　振替授業は欠席届を御提出後に用紙にて本人にお渡しいたします。

注意事項　　※お客様へ　欠席振替の授業につきまして出来る限り常識の範囲内で対応していただけますようお願い申し上げます。

欠席日

　　月　　　日（　　　　）

　　月　　　日（　　　　）

　　月　　　日（　　　　）

欠席理由をご記入ください。

※　この用紙はコピーしてご利用ください。

/

㊞

学校名 （　　　　　　　　） 生徒氏名

小 ・ 中 ・ 高 　　　　年 保護者氏名 ㊞

未定

※変更の手続きは,この用紙に記入のうえ20日までに御提出ください。翌月から実行処理されます。

欠席届
学校名・学年 提出日 平成　　　年　　　月　　　　日

切り取り　✂

℡（　　　　）　　　　－　　　　－

月～ 月までの期間

変更内容
教科→ 教科

クラス→ クラス

教科増（　　　　　　　） 教科減（　　　　　　　）

変更項目

4 住所変更
電話番号変更

TEL/FAX 0289-65-6486

月より

月より

月より

月より

※2･3選択の方は具体的な理由を必ずご記入ください。

㊞

1

2

3

教科変更

クラス変更

教科増減

休塾

退塾

変更月

変更届
学校名・学年

学校名 （　　　　　　　　）

小 ・ 中 ・ 高 　　　　年

提出日

生徒氏名

保護者氏名

平成　　　年　　　月　　　　日



■□　各種設定時間のご案内

■□　地図・連絡先のご案内

当塾では、各生徒のクラス・学年ごとに通塾時間がことなります。詳しくは受付にてご相談下さい。

20:40～22:00

18:00～19:00

月～土曜日

17:25～18:25

15:00～22:00（土曜日15:00～21:00）

授業１限目

17:50～19:10

時間単位

16:25～17:45

インターネットからの受付もしております。

６０分授業

　　　　鹿沼晃望台校　

http://www.onezemi-tochigi.jp

℡（0289）65－6486

　　　ホットな情報はモバイル版で！

ご入会希望の方は入会手続き担当者が

※　小学生の４０分授業も17時から19時の間にございます。

住所　〒３２２－００２５　鹿沼市緑町1-1-20大森ビル２F

営業時間（受付）

18:30～19:30

不在の場合がありますので予め電話にてご予約の上

19:35～20:35 19:15～20:35授業３限目

お越し下さいますようお願いします。

中学生・高校生の少人数制指導・個別指導

中学生・高校生の少人数制指導・個別指導

当塾は駐車場及び駐輪場がございます。

来塾の際　指定の駐車場をお使いください。

授業４限目 20:40～21:40

営業日

個別指導・完全個別の方

季節講習や対策授業の場合

授業２限目
19:15～20:15

日曜日（定休日）

小学生・個別指導・完全個別の方

おもな学年別時間帯80分授業

日曜日も営業しております。

お問い合わせ 
 入会受付 

モバイルサイト 

● ツタヤ 

http://www.onezemi-tochigi.jp/

