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やるべきことはやる、やらせる… 

 

学習塾に求められるもの… それは、「成績を上げ、少しでも上位校に入学さ

せる」ことに疑いの余地はありません。 

例えば、各中学校の定期テストに合わせて、直前の休日返上で実施する定期テ

スト直前対策ゼミ、そして当日の早朝６時からの定期テスト当日早朝ゼミ…  

私たちは、その具現のために、出来ることは何でもやります。  
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立ち止まらない、立ち止まらせない… 

 

例えば、玄関の扉が閉まるまで見送るドア toドアの「専用車無料送迎」、安

心の「入退室リアルタイムお知らせメール」、わかるまで何度でも受けられる「完

全無料補習」、ご家庭に居ながら授業の様子をご覧になれる「ライブ映像配信」、

適度な緊張感の中で集中力を養う「快適で開放的な教室」… 

私たちは塾生の皆さんと共に、常に前進を続けます。 
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みんなの笑顔が見たいから… 

 
本当に嬉しいとき、楽しいとき… 子供たちの笑顔は輝いています。 

そう遠くはない未来に、みんなが私たちから巣立つとき… 

そのときこそは、ひとり残らず、輝く笑顔で大空に羽ばたいて欲しい… 

心からの私たちの願いです。 

『たとえ授業中に涙させることがあったとしても、入学試験の合格発表では絶

対に泣かせない…』 私たちは全員、そう心に誓っているのです。 
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■小学生クラス紹介■ 

●小中一貫教育の第一歩● 

 先ずは学習に対する真摯な姿勢や集中力を身に付けさせることが第一目標で

す。その後、日常の一部としての学習習慣を付けさせ、わかることの喜び、楽

しさと、そこから実感出来る自信を植え付けます。 

 

●KID’S CLUB（キッズクラブ）小学校全学年対象 

国語(速読必修)/算数 
選択:小３・４Enjoy♪英会話 

小５キッズ英検 

小６キッズ・イングリッシュ 

全小学生対象の個別指導プログラム「KID’S CLUB」には次のような画期的な特色
があります。 

◆都合のいい曜日、都合のいい時間枠で OK！ 

火～土曜日の週５日の中から、都合のいい曜日・時間枠を選択いただき、１科目につ

き最低週２コマ（１コマ＝４０分）出席すれば OK！さらに、定額制で設定された曜日・

時間枠ならば何コマ受講されても授業料は変わりません！ 
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◆単価選択制 低料金 

 算数と国語(速読必修)の単科選択ができ、学童保育並みの低料金で受講出来ます。も

ちろん 2科受講、キッズ English（小３・４Enjoy♪英会話/小５キッズ英検/小６キッ

ズ・イングリッシュ）とも組み合わせることが出来、その場合は複数科目選択割引もあ

ります。詳細は別紙、料金表をご参照下さい。 

◆きめ細かい担任制個別指導 

 当ゼミ自慢のベテラン講師陣が担任となり、個々のレベルや弱点に合わせた、きめ細

かい個別指導を行います。また、コンピュータが個人の進度、習熟度を正確に管理し、

最適なプリントを自動作成するシステムを導入。 

なお、国語受講者は原則的に漢字検定を受験して頂きます。認定準会場の利点を生かし、

確実な合格に向けてご指導させて頂きます。 

◆基本的に学校より少し先を行く進度 

 個別指導の利点を生かし、基本的に個々の学校の学習内容を少し先取りするペースで

進めて参ります。そして、学校での授業が復習となり、よくわかるようにさせることが

狙いです。さらに、ご希望であれば、どんどん先に進むことも可能ですので、入会時に

ご遠慮なくご意向をお伝え下さい。 

◆確実な成果のための数々の工夫 

 算数では「足して１０」と呼ばれる１桁の足し算のタイムトライアルを定期的に実施

しています。これは授業時の集中力のアップ、計算力の向上に効果があるばかりでなく、

脳の活性化にも有効です。 

また、国語では iPadを使用した「速読プログラム」を

導入し、集中力、読解力アップと読解スピードの向上を図

っております。さらに、宿題として日記（最低週１回）を

書いていただき、毎回全員分を丁寧に添削し、感想やアド

バイスを赤ペンで添えております。モティベーション喚起

のため、その日記の優秀作品を毎月数名選び、「みんなの日

記」と題した新聞をホームページ上や連絡物でご紹介して

おります。 

その他、質問しやすくするため、挙手ではなく、ファミリーレストランなどに良くあ

るような「押しボタン式コールボタン」を各テーブルに設置し、これが押されたならば、

担当講師がすぐに駆け付ける態勢を取っております。 



- 6 - 

●小５・６キッズゼミ  必修:国語（速読必修）・算数（各週２回） 
     選択:小５キッズ英検/小６キッズ・イングリッシュ 

クラス制のメリットを生かし、私立中学受験ではなく、中学生までの５年、もしくは

４年間の一貫教育により、県下都下トップクラスの高校合格を目指すクラスです。ある

レベル以上の選抜された塾生で構成し、クラスの中で互いに刺激し合うことにより、よ

り一層の学力向上を喚起します。基本的には小学校カリキュラム準拠ですが、先ずは確

実な基礎を築き、それを元に発展的な応用力も養成いたします。 

さらに毎週土曜日をキッズゼミ･キッズクラス専用の補習日とし、必要に応じてご相談

の上、お越し頂きます。この補習はいつもの担当講師が 1人 1人、きめ細かくご指導

します。なお、当補習は完全無料で、送迎車もご利用頂けます。 

当クラスは国語と算数が必修で、曜日・時間枠も選択することはできません。また、ご

入会には基礎力テストがあります。授業料は KID’S CLUB と同額ですが、学力診断テス

ト代が月々加算されます。 

●小５・６キッズクラス 必修:国語（速読必修）・算数（各週２回） 

     選択: 小５キッズ英検/小６キッズ・イングリッシュ 

「KID’S CLUB」と「キッズゼミ」の『橋渡し』的な意味合いのクラスです。クラス形

式で統制を取りながら、学友と良い意味での競い合いの中から学力を培うことが狙いで

す。授業内容は基本的にキッズゼミと同様、小学校カリキュラムに準拠して授業を行い、

基礎力定着を目指します。定期的に実施する学力テストなどの成績次第では、「キッズ

ゼミ」への編入を勧める場合もあります。 

キッズゼミ同様、毎週土曜日を専用の補習日とし、講師が必要と判断した場合にはご相

談の上、お越し頂きます。もちろん、塾生ご本人、保護者様がご希望でしたら、いつで

もご利用になれますし、送迎車もご利用頂けます。 

なお、こちらのクラスも国語と算数が必修となっており、曜日・時間枠を選択すること

ができません。また、ご入会には基礎力テストがあります。 

●小３・４Enjoy♪英会話     必修:英会話（週２回） 

             選択:KID’S CLUB 

 「英語と仲良くなろう♪」がコンセプトのこのクラスは、外国人講師が中心となり、

無理せず楽しく、英語と外国人に慣れること、そして、英語を使ったコミュニケーショ

ンの基礎能力を育むことが最大の狙いです。そして、英語や外国に興味を持ち、英語が

好きになり、次の学年の小５キッズ英検クラスにスムーズにステップアップ出来るよう、
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ご指導いたします。グローバルなコミュニケーションツールである英語の第一歩は『英

語の梨ゼミ』にお任せ下さい！ 

 
●小５キッズ英検 必修:英語（週２回） 

    選択:KID’S CLUB/キッズゼミ/キッズクラス 

 このクラスは中学生になる前に、中１程度の基本英文法や英単語をしっかりと習得さ

せるクラスです。  

後々に学習する基礎的な英文法の『なぜそうなるのか？』といった部分を含めた理解、

また、月や曜日などの比較的長いものも含めた身の周りの基本的な英単語 300語以上

を小学生の内に無理なく確実に綴れるようにさせ、現小学 5年生は、小学６年生時の６

月に、現小学６年生は、中学入学後の６月に、英検５級に合格させること、そして中学

入学後、さらに将来において英語を得意科目にさせることが目標です。英検受験に際し

ては準会場認定校の利点を生かし、必ず合格に導くよう指導します。また事実として、

当クラス出身者のほとんどが英語を一番の得意科目にし、

高校入試でも安定して高得点を獲得しています。 

小学生の我が子が、月、曜日、季節などの難しい英単語

さえもすらすら綴ることが出来る事実に、保護者の皆さ

まもきっと驚かれることでしょう。これだけのアドバン

テージを持って中学校に入学されることが何を意味する

か、言うまでもございません。 

下表の数字をご覧下さい。 

 小学校５、６年生の全ての皆さま、特

に前ページでご紹介の「小５、６キッズ

ゼミ」、及び「小５、６キッズクラス」の

受講塾生には、自信を持ってお勧めいた

します。「小５、６キッズゼミ」、「小５、

６キッズクラス」の授業直後、スムーズ

に受講できるよう、時間割も組んでござ

います。 

※2018 年度のみ小学６年生も「キッズ英検」を受講して頂きます。 

 

H29 年度 11 月実施当ゼミ中１塾生 

所属中学校内定期テスト英語成績結果 

当クラス卒業塾生当時の答案 
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●小６キッズ・イングリッシュ（2019 年度より実施）     
必修:英語（週２回） 

     選択:KID’S CLUB/キッズゼミ/キッズクラス 

2020年度より導入される、中学校での英語の授業のオール・イングリッシュ化に伴

い、小学 6年生時に、一年前倒しでネイティブの外国人講師によるオールイングリッシ

ュの授業を行うクラスです。 

中学入学後の英語の授業で混乱することなく、確実に英語を得意教科にして頂くべく、

リスニングとスピーキングに力を入れた授業を行なってまいります。ライティングとリ

ーディングに関しましては、小 5キッズ英検時に、しっかりと基礎を学習しており、そ

の基礎学力をベースに授業を行いますので、原則的に小 5キッズ英検クラス卒業生に限

り受講可能とさせて頂きます。 

※小 5キッズ英検クラス卒業生以外でもこのクラスをご希望であれば、編入試験後に判断させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■この「塾生モットー」は当ゼミの全教室に掲示してあり、塾生の皆さんに唱和して頂い

ております。それと同時に全講師も一緒に唱和し、日々自戒自省しております。 
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■中学生クラス紹介■ 
●先ずは所属学校での成績 UP最優先● 

公立でも私立でも、高校入試での合否を決定付けるもの、それは入学試験の点数だけ

ではありません。同様に、場合によってはそれ以上に重要視されるものが、いわゆる内

申書、つまり中学校での成績です。梨香台ゼミナールでは、先ずは学校の成績を向上さ

せるため、以下のような取り組みを全力で行っております。 

◆ 定期テスト直前対策ゼミ（直ゼミ） 

所属中学校の中間、期末テスト直前の休日には、各学校別の範囲に合わせ、頻出さ

れる重要ポイントを押さえた対策ゼミを実施。模擬テストも行います。 

◆ 定期テスト当日早朝特別ゼミ（早/はやゼミ） 

基本的に上記、直ゼミで一定基準の成績に満たない塾生を対象に、文字通り、各中

学校の定期テスト実施日当日の早朝６時より約１時間半行われます。当日の試験範囲

問題を最終チェックすることにより、直ゼミと併せて本番の定期テストで１点でも高

い得点を獲得して頂くのが狙いです。もちろん、各担当講師に質問することも出来ま

すし、眠っている頭脳を覚醒させる効果もあります。 

通常授業同様、送迎車をご利用の塾生はご自宅までお迎えに上がり、早ゼミ後は学校

の始業時間前に全参加塾生を各所属学校まで直接お送りいたします。 

◆ 回数無制限の完全無料補習 

授業中のご様子や実施した習熟度テストなどにより必要と講師が判断した場合は、

通常授業に加えて無料で補習を行います。また、保護者さま、ご本人からご要望があ

った場合も迅速に対応いたします。 

◆ 学校での提出物や授業態度などの指導 

いくら定期テストで高得点を獲得しても、学校での宿題や提出物などの実行状況や

授業態度などに問題があった場合、成績表（通知票）での好成績は望めません。当ゼ

ミでは毎回、定期テストの成績表と通知票を提出させ、その整合性に不自然な部分は

ないか、行動面の評価に問題は無いかまで精査します。その結果、必要な場合には個

人的な指導など、有効な対処を施します。 
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平成 29年 年間定期テスト成績平均 

中学１年生クラス 

  英語 数学 国語 理科 社会 ３科計 

  
ゼミ内平均－学校平均差 +21.8  +21.1  +21.0  

 

+63.9 

中学２年生クラス 

  英語 数学 国語 理科 社会 ３科計 ５科計 

ゼミ内平均－学校平均差 +21.4  +20.2  +20.1  +20..6  +20.5  +61.7  +102.8  

中学３年生クラス 

  英語 数学 国語 理科 社会 ３科計 ５科計 

ゼミ内平均－学校平均差 +21.2  +22.7 +23.1  +20.1  +21.1  +67.0 +108.1 

平成 29年 年間通知表評定平均 

中学１年生クラス 

  英語 数学 国語 理科 社会 

該当科目受講者平均 4.2  4.1  4.0    

中学２年生クラス 

  英語 数学 国語 理科 社会 

該当科目受講者平均 4.2  4.2  4.0  4.0  4.0  

中学３年生クラス 

  英語 数学 国語 理科 社会 

該当科目受講者平均 4.2  4.1  4.1  4.0  4.1  

※当ゼミでは夏期・冬期講習を除き、中学１年生の理社の授業設定がありません。 

●中学１年生クラス  必修:英語・数学・国語（各週２回） 

     選択:英語特 A 

全中学生クラスは、基本的に各学校のカリキュラムに準拠した授業を展開していきます。中

１クラスの必修科目は、英語、数学、国語の３科目です。特にこの時期は中学生になり立てで、
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中間期末などの定期テストも初めての経験になり、戸惑う生徒も多いようです。最初でつまず

くと、後々まで、ひいては高校入試まで悪影響を与えかねません。そこで、最初からそれを意

識させ、確実に得点できるよう、指導していきます。また、中間、期末テストの直前の休日に

は、出題ポイントを押さえた定期テスト直前対策ゼミを無料で実施いたします。 

なお、夏期、冬期の特別講習では、理科・社会の両教科を非常に安価に選択出来ます。

５教科の安定した成績確保のため、受講を強くお薦めいたします。 

また、選択科目である英語特 A（特別アドバンス）クラスは小５英検・小６English卒

業生のためのクラスで、中１時から中２内容の文法を学習していく進歩的なクラスです。

原則的に小５英検・小６Englishの卒業者が対象ですが、同程度の英語能力（英検５級

程度）があれば受け入れますので、ご希望でしたらご相談下さい。 

 
●中学２年生クラス  必修:英語・数学・国語（各週２回） 

     選択:理科/社会 英語特 A 

中学１年生クラスと同様に、基本的には各中学校のカリキュラムに準拠した授業を行

います。中学２年生は中弛みしやすい危険な時期でもありますが、志望高校の合否は実

はこの学年に掛かっていると言っても過言ではありません。事実、ほとんどの教科で入試問題

内容の約５０％はこの学年で学習する単現内容から出題されるのですから、足踏みをしている

場合ではありません。全講師、入学試験を強く意識させる授業を展開して参ります。 

また、この学年より理科と社会が選択できるようになります。公立高校入試では、この

２教科で５分の２という大きな配点があるため、決して軽視出来ません。さらに、先程

申し上げた入試に頻出される単元について、この２科とも例外ではないことをお忘れに

ならないで下さい。 

 

●中学３年生クラス  必修:英語・数学・国語・理科・社会（各週２回） 

                選択:英語特 A 

 このクラスは、何と言っても高校受験を第一の目標とし、確実に志望校に合格させること、

そのために、先ずは、最近非常に重要視される調査書（内申書）、つまり、学校での通知票に

おいての好成績を確実に獲得させることに全力を注ぎます。そのために、期末中間などの定期

テスト直前には、徹底した直前対策授業を無料で行います。さらに学力診断テストを毎月行い、

偏差値、志望校の合否判定、個人のウィークポイントまで正確な報告書を毎月ご家庭にお届け

します。また、ご家庭との連絡を密にし、志望校決定など全てのお悩みについて常時アドバイ
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スさせていただきます。当ゼミの進路指導には定評があります。所属学校の指導で『絶対に不

可能だ…』と言われた高校に何人も合格者を輩出しております。確実な合格に向け、各高校へ

我々講師が足を運ぶ事前相談さえ行っています。こういった試みは私塾では非常に珍しいもの

です。さらに、夏期講習後からは高校入学試験対策特別ゼミを開講し、入試に必要な英語、国

語のリスニングも含めた徹底的な過去問演習など特別授業を実施、入学試験問題に慣れさせ、

緊張などに起因する取りこぼしのないよう、全力でご指導いたします。 

◆ 主な合格校実績 

●国公立高等学校 

千葉高校 船橋高等学校 東葛飾高等学校 千葉東高等学校 薬園台高等学

校 船橋東高等学校 八千代高等学校 小金高等学校 柏高等学校 幕張総

合高等学校 国府台高等学校 津田沼高等学校 松戸国際高等学校 国分高

等学校 東京工業大学附属工業高等学校 木更津工業高等専門学校 他 

●私立高等学校 

渋谷教育学園幕張高校 早稲田大学高等学院 東邦大学付属東邦高等学校 

市川学園市川高等学校 昭和学院秀英高等学校 明治学院高等学校 専修大

学松戸高等学校 江戸川学園取手高等学校 芝浦工業大学柏校等学校 八千

代松陰高等学校 麗澤高等学校 日本大学習志野高等学校 土浦日本大学高

等学校 千葉日本大学第一高等学校 日本大学第一高等学校 国府台女子学

院高等部 江戸川女子高等学校 東海大学附属浦安高等学校 順天高等学校 

千葉英和高等学校 東洋大学牛久高等学校 千葉商科大学附属高等学校 他 

◆特待生制度のご案内◆ 

 当制度は日頃から努力を重ね、ハイレベルな成績を獲得している塾生へのねぎらいと

高いモティベーションの維持、また、全中学生に対し、明確な目標を設定することによ

る「やる気」の喚起と成績アップを図るものです。 

■特待生認定資格（H29年度より改訂） 

●中学１年生 ①所属校内定期試験主要３科（英・数・国）得点合計２８５点以上 

②所属校内成績表（通知表）主要３科評定合計１４以上 

●中学２年生 ①所属校内定期試験５科合計 400点以上＋学年順位５位以内 

  ②所属校内成績表（通知表）主要５科評定合計２４以上 

●中学３年生 ①所属校内定期試験５科合計 400点以上＋学年順位５位以内 

  ②所属校内成績表（通知表）主要５科評定合計２４以上 

  ③当ゼミ実施の学力診断テストにおいて 5科総合偏差値７０以上 
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●特待生認定資格は改訂する場合があります。公式 HP掲載事項が優先となります。 

■特待生の優遇措置 

 特待生と認定されると、認定資格条件を継続している限り、その間の通常授業料、さ

らに夏期、冬期講習等の特別講習の授業料を免除（無料）といたします。また、上記条

件をクリアしているものが新規入塾する場合は、入会金も免除いたします。ただし、授

業料以外の教材費、施設維持費、空調費、学力テスト費、夏期高原教室参加費はお支払

い頂きます。尚、特定生と認定されましたら、夏期、冬期の特別講習を含む、選択科目

（理・社）の受講が必修となります。 

特待生制度の詳細は入会時にお渡しする「会員の手引き」か、当ゼミ公式ホームページ

をご参照下さい。 

●当制度は認定資格条件の変更、制度そのものを廃止する場合があります。 

■小、中学生共通のご案内■ 

◆自習室の開放◆ 

当ゼミの入口扉を開けてすぐの広いスペー

ス（36席）は「キッズ･スペース」と呼ばれ、

小学生個別指導プログラムのキッズクラブが

実施されますが、午後６時半以降は自習塾生

のために開放されます。講師も同じスペース

に待機していますので、質問にもお答えしま

すし、お腹が空いたら、窓際の明るいカウン

ターで軽食もとれます。 

なお、自習室ご利用の場合でも、ご希望でし

たら無料送迎をお使い頂けます。（送迎車の空席が確保出来る場合のみ） 

◆学力診断テストを定期的に実施◆ 

学校で偏差値の出る学力診断テストを実施しなくなって久しいのですが、やはり、正

確な学力や志望校合格判定に偏差値が不可欠なものであることには何ら変わりはあり

ません。当ゼミでは小５・６キッズゼミで隔月、中１、中２は年２回、中３の４月以降
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は毎月、全国的な偏差値の出る学力診断テストを実施し、お子様の学力を正確に把握・

分析することによって、緻密な進路指導を行っております。こういった多角的な分析力

も梨ゼミの強みの一つです。この結果、受験の合格率も毎年 9０％前後です。 

◆定期的な面談や進学説明会◆ 

保護者の皆様の大きなご心労の一つに成績や進学などの問題があります。当ゼミでは

受験学年はもとより、それ以外の学年でもいつでも教育相談を受け付けております。も

ちろん定期的に保護者面談も開催しておりますし、高校受験について詳しくご説明をす

る進学説明会も開催しております。学習や進学についてご心配やご不明な点がございま

したら、いつでもご遠慮なくご相談下さい。 

◆私立中高塾推薦◆ 

当ゼミでは近郊の私立中学校、高校と太いパイプラインを築くべく、日頃から努力

して参りました。その結果、複数の私立校と繋がりを持つことが出来、事前相談に乗っ

て頂けるようになりました。これは塾業界の中でも極めて希なことであり、当ゼミの大

きなアドバンテージの一つです。ここで、詳細な学校名を記すことは控えますが、所属

の学校、及び当ゼミ内で一定以上の成績を修めれば、他の受験生に比べ、志望校がより

一層近づくことは事実です。 

◆夏期・冬期講習◆ 

当ゼミでは、毎年学校の夏期、冬期休業に合わせて、特別講習を行っております。この講習

は、年間指導カリキュラムの一環として行われるもので、集中的に指導可能な極めて重要なも

のです。つまり、各講習受講を前提として年間の指導内容や進度などの方針が決定されていま

すので、特別なご事情がない限り受講して頂きます。当ゼミの夏期、冬期講習は他塾に比べ全

学年とも非常に時間数が多く、受講されませんと無視出来ない学力差が生じ、お子様に大きな

負担を与えてしまいますし、クラスによっては講習後の復帰が困難な場合もあります。 

◆ 入退室メール配信＋ポイントシステム◆ 

当ゼミでは「入退室メール配信＋ポイントシステム」をいち早く（2004年）導入しまし

た。このシステムは、ご家族には安心を、お子様には学習のモティベーションを与えてく

れるものです。 
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■システムの全体の流れ 

①入会後、お子様に「ICチップカード」をお渡しします。 

②お子様が塾に来られた時、カードリーダーに個人カードをかざしていただきます。 

③カードをかざすと、ご登録いただきました携帯電話などのメールアドレスに、お子様の

入室の時刻、塾側からのお知らせなどが記されたメールが自動的に配信されます。 

④お知らせメールには現在までの累積ポイントが記されます。このポイントは来塾するた

びに１ポイント、塾内テスト合格で10ポイント、英検４級合格で100ポイントなどと、

規定ポイントが決まっています。詳しくは入会時にお渡しする「会員の手引き」をご参

照下さい。 

⑤退室時、お子様に個人カードをリーダーにかざしていただきます。 

⑥入室時と同様、お子様の退室時刻が記されたメールがお手元に配信されます。 

保護者の皆様にとっては…  塾生の皆さんにとっては… 

安心 
 やる気 UP！ 

 

お子様が梨ゼミに到着、帰宅した時 

 保護者の皆様の携帯電話などに 

お知らせメールを配信 

 

 

頑張れば頑張るほど 

ポイントがドンドンたまって 

すてきな賞品がもらえる！ 

お子様の動向を 

その場で確認！ 
 

学習努力の継続で 

成績ＵＰ！ 
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■これらの結果… 

▼ご家族には、リアルタイムでその場にいながらにしてお子様の動向が把握でき、大きな

安心感を持っていただけると存じます。『本当に塾に行ったのか…』、『寄り道はして

いないか…』、『帰宅は何時頃になるのか…』といったご心配から解放されます。 

▼お子様にとっては、頑張ればポイントがどんどん加算され、それを集めれば集めるほど

豪華な賞品に交換できる楽しさが学習意欲を高め、その結果成績が上がり、それによっ

てさらにポイントを獲得できる…という相乗効果を生み出します。 

賞品はバラエティーに富んでいて、各種文房具、DVDプレーヤー、電子辞書、タブレッ

トPCまであります！ 

賞品一覧表は塾内に掲示してございますし、後ほどご紹介する当ゼミ公式ホームページ

でもご覧になれます。さらに、H26年度より獲得ポイントをあのT-POINTに移行するこ

とも可能となりました！ 

▼入退室メールに加え、ゼミ側からの重要なお知らせ、ホットな話題やニュースなども併

せてお送りいたしますので、是非メールアドレスをご登録下さいませ。 

◆安心の無料送迎◆ 
当ゼミでは専用送迎車での安心の*ドア toドア送迎を無料で行っております。基本的

に授業前にご自宅前までお迎えに上がり、授業後、ご自宅前までお送りいたします。か

けがえのないお子様の安全を願って、お送り時には可能な限り、玄関扉が閉まるまで、

ドライバーがお見送りしております。 

送迎可能地域は次の通りです。 

●市川市・・・大野町 大町 国分 下貝塚 曽谷 東国分 南大野 稲越町 

●松戸市・・・高塚新田の一部 大橋 紙敷 秋山 及び、以上の隣接地 

以上の地域以外でもご要望に添うよう努力いたしますので、専用車での無料送迎をご希望の方は

ご遠慮なくお問い合せ下さい。 

*かなり遠回りをしなければ入れない一方通行道路や袋小路、極端に狭い道路などの沿道にお住いの場合は、

最寄りの安全な場所まで出て来て頂く場合があります。また、一部中学生の授業前のお迎えに限り、ご自

宅から５分前後の特定の場所に出てきて頂く可能性がございます。その場合でも授業後はご自宅前までお

送りいたします。 

 



◆割引制度◆
次の規定に該当する塾生は、入会金、授業料などの割引を受けられます。

１ 入会しようとする塾生の兄弟姉妹が現在在籍している場合には、入会金を免除します。
２ 入会しようとする塾生が、入会時に紹介カードを持っている場合、入会金を半額免除しま

す。（入会後の提出は認めません）
３ 入会しようとしている塾生の兄弟姉妹が既に入会している場合、または兄弟姉妹が同時に

当ゼミに入会しようとしている場合は、年下の弟、妹の授業料を夏期、冬期講習なども含
めて半額に割り引きます。弟、妹が複数在籍する場合も、同様に半額とします。

●上記以外にも時期限定キャンペーンなど、特別割引がある場合があります。

◆入会方法◆
① 小５・６キッズゼミ、キッズクラス、全中学生のご入会時には基礎力テストを受けて頂
きます。これは基本的にクラス分けの資料となります。

② この「入会のご案内」をよくお読みになり、規定等をご理解下さい。
③ 別紙入会申込書に保護者様が必要事項をご記入、ご署名、ご捺印下さい。
④ ご入会前に「会員の手引」をお渡しします。重要事項が多く書かれておりますので、ご
熟読された後、保護者様が添付の確認書に署名、ご捺印下さい。

⑤ 入会金、教材費、初月の授業料などを③の申込書、④の確認書と合わせてご入金下さい。
なお、このご入金は銀行振替制度をお申し込みでも、自動引落が可能になるまで数ヶ月
時間が必要ですので、現金、もしくはクレジットカード（

）でのご入金をお願いいたします。
●教室や送迎車の定員数、また基礎力テストの結果により、ご入会をお断りする場合があります。

◆公式ホームページ◆
日本一オープンな学習塾を目指し、当ゼミナールでは他塾に先駆けて、 年より公式ホー

ムページ（以下 ）を開設しております。 、全力で制作しております。
頻繁に更新される 内にはゼミ内のニュース、トピックスなどが満載です。また、全教室内の
ライブ映像（静止画）、全会員塾生の個人成績表、送迎時刻表、定期テストや通知票の成績集
計発表、毎週土曜日更新の各クラスの様子や塾生へのアドバイスなどを記した「クラス便り」、
よくお問い合わせ頂くご質問を分かりやすくまとめた「よくあるご質問と回答」などの豊富で
充実したコンテンツをご覧いただけます。さらに、重要な連絡も 上で掲載しております。
大手塾にも決して負けない当ゼミの高いクオリティと、大手塾には無い優しく温かい雰囲気を
実感して頂けると確信しております。是非ご覧の上、「お気に入り」に入れて頂ければ幸いで
す。なお、スマートフォンでご覧頂くと、自動的にスマートフォン用公式 に移動します。

公式 https://1119.co.jp

講師、内山が中心に
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◆ファサードサイン（正面看板）のご紹介◆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年12月、新塾舎の正面上部に設置した全長約13mの大型ファサードサインです。 

大空を楽しそうに舞う沢山の子供たち、マスコットりこちゃん、そして、虹の陰からは2014

年の暮れに星になった旧マスコット犬のJUDYもみんなを見守っています。中学生は当ゼミに通

っている松戸、市川地区の実在中学校の制服をデザインしています。 

イラストレーターSAEKOさんの優しく温かい眼差しが、子供たち全員に注がれている、素晴ら

しい「作品」です！特に夕刻、バックライトが点灯すると、息を飲む美しさです。通り掛かり

に見上げる皆さんも優しい気持ちになり、自然と微笑んでいらっしゃいます。 

掛け替えのない子供たちを大切にする梨香台ゼミナールの理念を見事に具象化した作品です。 

皆さま、お越しになり、是非ご覧下さい！ 

■梨香台ゼミナール規定■ 

1.梨香台ゼミナールに入会する児童、生徒（以下塾生と呼ぶ）が、ゼミ内外の建造物、備品などを故意、また

は重大な過失によって損傷、破損した場合には、保護者がこれを賠償する。(過失や事故の損害に備え、年間

600円の塾保険にご加入頂きます) 

2.明らかな当ゼミ側の責任、重大な過失以外のゼミ内外での事故について、当ゼミでは責を負わない。 

3.当ゼミへの通塾、帰宅途中での一切の事故について、保険を越える範囲においては責を負わない。 

4.著しく他の塾生に悪影響を及ぼし、授業の妨げになる塾生、また、勉学意欲が著しく欠落し、再三の注意に

もかかわらず改善の見られない塾生は、これを退塾させる事がある。 

5.正当な理由（病気など）なく、たびたび授業を欠席する塾生は、これを退塾させる事がある。 

6.授業料、教材費などを長期間連絡なく滞納した場合は、塾生を退塾させる事がある。 

7.いったん受領した入会金、授業料などは、一切返却しない。 



■アクセスマップ■

■ 武蔵野線「市川大野駅」より徒歩２０分
■北総開発鉄道「秋山駅」より徒歩２３分
■ 武蔵野線 北総開発鉄道「東松戸駅」より徒歩２５分
■ 常磐線「松戸駅」東口３番ターミナルより…
新京成バス「市立東松戸病院行」２０分→「市立東松戸病院入口」下車徒歩０分

■ 武蔵野線 北総開発鉄道「東松戸駅」西口ターミナルより…
京成バス「本八幡駅行」９分→「市立東松戸病院入口」下車徒歩０分

■ 総武線「本八幡駅」北口１番ターミナルより…
京成バス「高塚行 東松戸駅行」１６分→「市立東松戸病院入口」下車徒歩０分

■ 総武線市川駅北口３番ターミナルより…
京成バス「東松戸駅行」１９分→「市立東松戸病院入口」下車徒歩０分

 

梨香台ゼミナール 

〒 千葉県松戸市高塚新田２４１番地

公式 https://1119.co.jp
info@rikohdai.com


