
講 内 容 の ご 紹 介座

●会費
　１．講習の｢会費｣は、「入会金」と｢受講料｣の合計です。
　２．｢会費｣には、消費税を含みます。｢受講料｣には、教材費などを含みます。
ただし、今回の春期講習については、受講料に教材費は含まれておりま
せん。別途お支払いください。

●会費のお支払い
　３．講習の｢会費｣は、一括でお支払いください。分割でのお支払いはできま
せん。

　４．受付センターからお送りする専用振込用紙をご利用のうえ、河合塾指定
の金融機関宛てに振込期限日までにお支払いください。教室窓口では
お支払いになれません。受講講座の追加／変更時も同一となります。

　５．2019年度小学・中学コース生は、講習受講料を河合塾指定の月日に、
「ご登録の金融機関口座（以下『ご登録口座』といいます）」から振替いた
します。振替口座のご登録が完了されていない方には、口座振替月の
20日頃までに専用振込用紙をお送りいたします。

●受講講座の追加／変更
　６．受講講座の追加／変更は、該当講座の申込受付期間中にお申し込みく
ださい。それ以降の追加／変更申込はできません。教材などをお受け

取り済みの方は、返却が必要となる場合があります。
　７．受講講座の追加／変更に伴い受講料に差額が生じた場合は、差額分を
お支払いいただくか、または返金いたします。

　８．学校行事の都合などでやむを得ず受講できない場合は、該当講座の申
込受付期間中に教室窓口までご相談ください。なお、講座を受講された
場合は、受講日数にかかわらず返金は一切いたしません。

●受講辞退
　９．申込講座がすべて受講できない場合は、該当講座の受付期間中に教室
にご相談のうえ、｢受講辞退届｣を教室窓口にご提出ください。お受け取
り済みの教材などは、返却が必要となります。

●返金
　１０．受講料に返金が生じた場合は、保護者様宛てに｢振込口座連絡票｣を郵
送いたします。必要事項をご記入・押印のうえ、ご返送ください。ご記入
の金融機関口座への振り込みとなります。小学・中学コース生で授業料
などの振替口座の登録をされている方には、ご登録の口座へ振り込み
いたします。

　１１．授業を欠席したことによる返金は一切いたしません。

　１．｢会費｣のお支払いには、専用振込用紙をご利用ください。指定のコンビニ
エンスストアまたは金融機関でご利用になれます。

　２．専用振込用紙をご利用のうえ、振込用紙裏面に記載のコンビニエンススト
アまたは七十七銀行（有人窓口）にてお支払いの場合は、振込手数料を河
合塾が負担いたします。

　3．各種届出の申請方法は、教室窓口にてご確認ください。
　４.本規定における小学・中学コース生とは、各講習実施月の前に受講を開始
をしている在籍生を対象として表記しています。

　5．学校法人河合塾は、株式会社文理ラーニングの収納業務などの事務代行
をしています。

　

学校法人  河合塾
（2020年1月現在）

会費規定 付則

春 講 習 受 講 日 程期

新中学1･2･3年生 「知識」を「常識」へと変えるために新小学4・5・６年生 「学ぶ」ことの「楽しさ」を知る

お し 込 み
決 定 ま で
申 学力判定テストの結果などから

コースを選択します。
受講日程を選びます。
（※別紙「春期講習講座番号一覧」をご覧ください）

お申し込み

裏面の流れに従ってお申し込みください。

●お申し込みの際は、別紙の「春期講習講座番号一覧」も併せてご覧ください。

学力判定テストを受験して
受講基準を満たす必要が
あります。

認定制 の印のある
コースのみ

「個人情報の保護に関する事項」について

①利用目的／・お申し込み手続き、および確認の連絡　　
　・円滑なイベント、入塾相談会の受付および当日の運営　・各種テストの成績処理と成績返却
　・教材・時間割の送付など授業運営　・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、および各種アンケー
トなどによる資料作成協力の依頼
　　なお、ご記入いただいた「カナ氏名」「生年月日」などの項目を利用して、当グループが主催する講習、模擬試験、イ
ベントなどへのご参加の履修情報と結びつけ、進学や進路決定、および学校生活にお役に立つ情報の提供をはじめ
とする当グループからの各種ご案内もさせていただくこともございます。

②個人情報提供の任意性／個人情報の提供は任意です。ただし、ご提供いただけない個人情報によっては、前記①の利
用目的に記載の諸手続きや処理、またサービス提供など支障が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

③個人情報の訂正など／個人情報の訂正を希望される場合は、その旨お申し出ください。速やかに必要な手続きをお
取りします。

④個人情報の共同利用／「個人情報の取り扱いに関する契約」を取り交わした河合塾グループ内の法人（教育関連事
業を営む学校法人と株式会社）が、河合塾グループからのご案内のため共同利用します。共同利用する法人の範囲
は河合塾グループホームページをご覧ください。　httpｓ://www.kawaijuku.jp/privacy/#about_shared

⑤個人情報の取り扱いの委託／個人情報の取り扱いの一部または全部を当グループ内の法人以外に委託する場合
は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、「個人情報の取り扱いに関する契約」を取り交
わすとともに適正な管理および監督を行います。

⑥ご自分以外の方の個人情報の提供／お客様がご自分以外の方の個人情報を当グループに提供される際には、必ず
その方に、個人情報を提供すること、および提供される情報の利用目的についてご説明いただき、その方の同意を
得たうえで、ご提供ください。

⑦中学生以下の方の個人情報の提供／ご本人が満14歳未満の方、もしくは幼児から中学生までのサービスで、個人
情報を当グループにご提供される際は、必ずその保護者（法定代理人を含む）の方の同意のもとでご提供ください。

⑧個人情報管理責任者／学校法人　河合塾　顧客情報管理部長
⑨個人情報の取り扱いに関するお問合せ先／
　学校法人 河合塾 顧客情報管理部  フリーダイヤル 0120-735-041　E-mail:kokyaku@kawai-juku.ac.jp
　（受付時間　12:00～18:00　日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません。）
　＊お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへの対応のみに利用いたします。
　＊正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

河合塾グループ（以下、当グループという）は、お客様が記入された個人情報を厳重に取り扱い、適正な個人情報の管理を実施します。

※教室やクラス毎に時間帯は決まっています。別紙の「春期講習講座番号一覧」も併せてご覧ください。

受講カウンセリングを行い、一人ひとりの学習状況・目標に合わせて学習プランを作成します。また、生徒1人に
対して講師1人の完全マンツーマン指導や、さまざまな要望にお応えできるオーダーメイド講座です。受講希望
の教室に直接ご相談ください。
※授業時間は合計180分になるように調整可。休憩時間の設定等相談に応じます。
　1講座　塾生・一般生：15,000円　※全学年共通

（5教科から希望教科選択）個別指導全学年

仙台第二・仙台第一をはじめとするナンバースクール合格を目指すクラスで
す。宮城県公立入試の出題形式に沿った問題演習を通じて、既習の知識の活
用法を徹底的に練習していきます。入試本番での高得点獲得を目指します。

トップレベル

（新中1生）◎英･数･国（3日間）
　　　　　　＜全教室＞
（新中2生･中3生）◎英･数（3日間）　◎国･理･社（3日間）　◎5教科（6日間）
　　　　　　　　　＜全教室＞

県内進学校への合格を目標に、基礎知識の確実な定着を図るクラスで
す。受験に必要な知識を幅広く、効率よく習得し、今よりもワンランク・
ツーランク上の志望校合格を目指します。これまでに習った内容の確認
を丁寧にしたい人に最適のクラスです。

ハイレベル

（新中1生）◎英･数･国（3日間）
　　　　　　＜本町教室を除く全教室＞
（新中2生･中3生）◎英･数（3日間）　◎国･理･社（3日間）　◎5教科（6日間）
　　　　　　　　　＜本町教室を除く全教室＞

仙台第二・仙台第一へのトップ合格・前期合格を目指すクラスです。さら
には将来の東大・京大・各大医学部への現役合格を見据えて視野を広げ、
各単元への理解を深めていきます。基礎学力が定着していることを前提
とし、高度な思考力・判断力を養成します。

エクシード

（新中1生）◎英･数･国（3日間）　＜本町･八幡･長町教室＞
（新中2生）◎英･数（3日間）　◎国･理･社（3日間）　◎5教科（6日間）
　　　　　　＜本町･八幡･長町教室＞
（新中3生）◎英･数（3日間）　◎国･理･社（3日間）　◎5教科（6日間）
　　　　　　＜本町･泉中央･八幡･長町教室＞

認定制

教科書内容を基盤としながら、より幅広い学力を養成していきます。標準
問題はもちろん、応用問題にも取り組み、正確に速く解く力を身につけま
す。また、将来的な仙台第一・仙台第二などへの進学を見据え、今、身につ
けるべき学習習慣の定着を目指します。

トップレベル

（新小4生・小5生・小6生）◎算・国（３日間）
　　　　　　　　　　　　＜本町教室を除く全教室★＞

★泉中央・中山吉成・成田の新小4生は設置なし

一人ひとりの到達度によって最適な問題を提供します。算数・英語はタブ
レットによる人工知能教材Qubena（キュビナ）で学習します。国語は学年
の枠にとらわれない読解問題を解いていきます。

アダプティブラーニング

（新小4生・小5生・小6生）◎100分（３日間）
　　　　　　　　　　　＜本町教室を除く全教室＞

仙台二華・仙台青陵をはじめとする中高一貫校を受検し、突破する力を身
につけるためのクラスです。適性検査に必要な、分析力や洞察力、文章表
現力を養成し、受検を意識した学習法を伝授します。

（新小6生）◎文系･理系（3日間）
　　　　　　＜本町・中山吉成教室＞
（新小5生）◎文系･理系（3日間）
　　　　　　＜長町教室のみ＞

認定制

県内外トップ校合格を通過点とし、東大・京大・各大学医学部への進学を将
来的な目標とする児童のための特別精鋭クラスです。鋭い視点や柔軟な
思考力の養成とともに、幅広い知識の定着を目指します。また、難関中学
受験にも対応できるよう、幅広く入試問題を取り扱います。

日能研リーグ新小5 新小4 新小5 新小6

新小4 新小5 新小6新小4 新小5 新小6

「聞く」「読む」「話す」「書く」の4技能にプラスして、英語で自分の考えを伝
えるコミュニケーション能力も養成します。また、能動的に学べる講座で、
積極性を引き出します。

アクティブ英語

（新小4生・小5生・小6生）◎50分×３コマ　1日完結
　　　　　　　　　　　<本町教室を除く全教室>

新小4 新小5 新小6

中高一貫クラス新小6

春期成果確認テスト

※日能研リーグテストについては別途ご案内します。
※実施日時については各教室にお問い合わせください。

春期講習で学習した内容の成果の確認を中心に、現時点で身につけて
おくべき知識が確認できるテストになっています。同時に、教科書内容
を発展させて解く力もはかります。
（トップレベル） ◎算･国2教科受験

新小4 新小5 新小6

新中1 新中2 新中3

新中1 新中2 新中3

新中1 新中2 新中3

（新小4生）◎算・国（３日間）
　　　　　　＜本町教室のみ＞
（新小5生・小6生）◎算・国・理・社（６日間） 
　　　　　　　　　＜本町教室のみ＞

認定制

日　　　程

曜　　　日

タ　ー　ム

3　/15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

日 月 火

1ターム 2ターム 3ターム

エクシードゼミ エクシードゼミ エクシードゼミ 夕　方

午前・午後

午前・午後

夕　方

午前・午後

午前・午後

夕　方

午前・午後

午前・午後

夕　方

午前・午後

午前・午後

夕　方

午前・午後

午前・午後

水 木 金・祝 土 日 月 火 水 木 金 土 日

日　　　程

曜　　　日

タ　ー　ム

新中2・中3生

新中1生

新小4・小5・小6生

新中2・中3生

新中1生

新小4・小5・小6生

4　/13130 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月 火 水

3ターム 4ターム

夕　方

午前・午後

午前・午後 午前・午後

午前・午後

夕　方
テスト

テスト

テスト

テスト

テスト

テスト

通常授業

通常授業

通常授業

エクシードゼミ

エクシードゼミ

エクシードゼミ

エクシードゼミ

通常授業

通常授業

通常授業

通常授業

通常授業

通常授業

通常授業

通常授業

通常授業

通常授業

通常授業

通常授業

新みやぎ模試

新みやぎ模試

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

学　　　年

新中2・中3生

新中1生

新小4・小5・小6生

コ　ー　ス
英数
国理社

エクシードゼミ（5教科）
英数国

エクシードゼミ（英数）
国算

アダプティブラーニング
日能研リーグ（新小４生）
日能研リーグ（新小５・小６生）

中高一貫
アクティブ英語

授業時間（１コマ）
60 分
50 分
70 分
50 分
70 分
50 分
100 分
50 分
50 分
50 分
50 分

コ　マ　数
２コマ
３コマ
２コマ
３コマ
２コマ
２コマ
1コマ
３コマ
4コマ
３コマ
３コマ

日　　　数
３日
３日

５日（1日 1教科）
３日

２日（1日 1教科）
３日
３日
３日
６日
３日
1日

開　催　教　室
全教室
全教室
本町一括
全教室
本町一括

本町除く、全教室
本町除く、全教室
本町のみ
本町のみ

本町・長町・中山吉成
本町除く、全教室

エクシードゼミは1日1教科実施。1日単位でお申し込みできます。　アクティブ英語は中山吉成教室のみ、1日50分ずつ3日間で実施します。

学　　　　　年
教材費…実費をお支払いください。 ※テスト受験料ならびに消費税を含みます。

教　　材　　費

中　学

小　学

3,600 円

3,600 円

1日　2,100 円
3,100 円
2,100 円
2,100 円
3,600 円
3,600 円
5,100 円
2,100 円

諸　経　費

入会金

円

受講料

円

小学コース春期講習 中学コース春期講習

春期実力テスト
春期講習での成果の確認だけではなく、入試を意識した構成のテ
ストです。テストの得点と内申点によるW判定で、志望校に対する
現在の学力を正確に知ることができます。また、問題ごとの正答率
がわかるので、今後の学習課題が明確にわかります。

※学年評定をお持ちください。

◎英･数･国･理･社5教科受験
※実施日時については各教室にお問い合わせください。

春期成果確認テスト
春期講習で学習した内容の成果の確認を中心とするテストです。
テストの得点から現在の学力を正確に知ることができます。また、
問題ごとの正答率がわかるので、今後の学習課題が明確にわかり
ます。
◎英･数･国3教科受験
※実施日時については各教室にお問い合わせください。

県内トップレベルの高校合格のために必要な入試レベルの内容を扱いま
す。入試に向けた勉強として有利になるのはもちろんのこと、学習の視野
自体を広げ、学習意欲をより高めていく講座です。また、NEXT全教室か
ら高い目標と意識をもつ生徒が一同に集まって受講するので、刺激を受
けたい方にも最適なゼミです。

エクシードゼミ

※1教科から受講できます。

エクシードゼミ受講日程
学　　年

新中１生

新中２生

新中３生

3/18（水）

社　会

国　語

3/19（木）

数　学

社　会

3/20（金・祝）

国　語

数　学

4/3（金）

英　語

理　科

社　会

4/4（土）

数　学

英　語

理　科

新中1 新中2 新中3

新中1 新中2 新中3新中１生（英数国）
新中２・中３生（英数国理社）

※英数または国理社のみの受講も可能です。
エクシードゼミ
小学トップレベル

アダプティブラーニング
新小４生日能研リーグ
新小５生日能研リーグ
新小６生日能研リーグ
中高一貫対策クラス
アクティブ英語

※中山吉成教室は1日50分ずつ３日間で実施します。
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