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中学受験本科

小学校6年生

市内の中学受験校はもちろんのこと、県外の中学受験も視野に入れた四谷大塚の「予習シ
リーズ」のカリキュラムコースです。「予習シリーズで授業」→「週テスト」→「復習ナビ」のスパ
イラル学習で第一志望合格力を鍛えます。小6生は、「向陽中対策講座」や「中学入試突
破講座」など志望校別の講座もあり、最後の最後まで伸ばすためのカリキュラムとなってい
ます。本気で中学受験に合格したい人にお勧めのコースです。

小学校5年生

市内の中学受験校はもちろんのこと、県外の中学受験も視野に入れた四谷大塚の「予習シ
リーズ」のカリキュラムコースです。「予習シリーズで授業」→「週テスト」→「復習ナビ」のスパ
イラル学習で第一志望合格力を鍛えます。小6生になったら、志望校や進路に合わせて受
験本科・輝跡四谷大塚・豊府コースなどが選べますので、中学受験を目指す方はもちろん
中学受験に興味がある方は、受験本科がお勧めです。

小学校4年生

小4の受験本科は、中学受験に必要な基礎学力を鍛えるコースです。中学受験をお考えの
方は、小4受験本科からの受験勉強が一番負担が少なく、無理なく学習を進めることができ
ます。また、中学受験をしようかどうか迷っている方も、まずは受験勉強をスタートし受験本
科で学びながら進路について考えていくことで、学習の土台を作りつつ選択肢を広げていくこ
とができます。小4でプラスアルファの勉強をスタートしたい方は、このコースがお勧めです。

岩田大分コース

小学校6年生

文字通り岩田中・大分中の合格に特化したクラスです。
テキストは、岩田中・大分中の入試をターゲットにしたものを使用し、ほぼ毎月行われる受験
模試もテキストにバッチリ対応しているので、学習が進めやすくなっています。
6年生では、中学受験の基礎・基本事項はもちろん、得点力を身につけることが目標です。

小学校5年生

文字通り岩田中・大分中の合格に特化したクラスです。
テキストは、岩田中・大分中の入試をターゲットにしたものを使用し、ほぼ毎月行われる受験
模試もテキストにバッチリ対応しているので、学習が進めやすくなっています。
5年生では、中学受験の基礎・基本事項から応用問題に取り組める力を身につけることが目
標です。

小学校4年生

文字通り岩田中・大分中の合格に特化したクラスです。
テキストは、岩田中・大分中の入試をターゲットにしたものを使用し、ほぼ毎月行われる受験
模試もテキストにバッチリ対応しているので、学習が進めやすくなっています。
4年生では、中学受験の基礎・基本事項を身につけることが目標です。





豊府コース

小学校6年生

適性検査という特殊な試験で知られる公立中高一貫校である「豊府中学」を受検する児童
のクラスです。
豊府中学の入学試験はアウトプット中心の問題で、説明や自分の考えを文章でまとめる力
が必要です。
小学校内容が出題範囲ですが、自分の考えを述べたり、複数の内容を総合して答えを出
す必要があるため、塾での効率的な対策が必要になります。
豊府コースでは、豊府中学に特化した対策授業で合格まで導きます。また、適性検査の中
で行われる聞取り問題の練習や、年々比重が高くなっている面接に対応するための練習も
別途行います。

小学校5年生

適性検査という特殊な試験で知られる公立中高一貫校である「豊府中学」を受検する児童
のクラスです。
豊府中学の入学試験では「読み取る力」「記述する力」が他の中学入試以上に求められま
す。
進級式の教材を使用し、物事を論理的に捉え、分かりやすく人に伝える力を養っていきます。
小６になって、教科の学習に力を注ぐ準備段階として位置づけられたコースになっています。





輝跡四谷大塚

小学校6年生

中学受験を考えてはいないが、中学受験の基本レベルを学習して、将来的な高校受験に
向けて学習するクラスとなります。教材は四谷大塚の「基本問題集」を中心に扱い、算数と
国語の2科目を学んでいきます。学校の進度とは大きく異なり、受験科の学習進度に近い形
で学習を行っていくため、6年生では小学校内容の総復習となります。また、1月からは中学
準備講座に移行します。中学準備講座（１月～3月）では、中学校の5科目指導をします。
中学生としてのノート指導、定期テストの準備など基本行動の指導をします。

小学校5年生

中学受験を考えてはいないが、中学受験の基本レベルを学習して、将来的な高校受験に
向けて学習するクラスとなります。教材は四谷大塚の「基本問題集」を中心に扱い、算数と
国語の2科目を学んでいきます。カリキュラムが受験科の進度に近く6年生内容も多く含ま
れますので、学校内容より難しい問題を解いていきたい方にお勧めです。また、単元ごとの
学習となりますので、途中からの参加も非常にし易い講座となります。

Leaders

小学校6年生

小学校の算数・国語・英語の基礎力・応用力をつけるクラスです。授業は「予習型授業」で、
学校の授業の理解度を上げます。英語は新学習指導要領教科書「We Can」の授業に対
応しています。毎授業の小テストと年8回の到達度確認テストで学習内容の定着を図ります。
中学校進学に向けて、授業、ノート作り、宿題、テスト、やり直しの学習サイクルを身につける
ことができます。カリキュラムは、小学校内容を12月までに終了し、1月から中学準備講座
に移行します。中学準備講座（１月～3月）では、中学校の5科目指導をします。中学生とし
てのノート指導、定期テストの準備など基本行動の指導をします。

小学校5年生

小学校の算数・国語・英語の基礎力・応用力をつけるクラスです。授業は「予習型授業」で、
学校の授業の理解度を上げます。英語は新学習指導要領教科書「We Can」の授業に対
応しています。毎授業の小テストと年8回の到達度確認テストで学習内容の定着を図ります。
中学校進学に向けて、授業、ノート作り、宿題、テスト、やり直しの学習サイクルを身につける
ことができます。また、週2回の通塾で他の習い事との両立もできます。

小学校4年生

小学校の算数・国語の基礎力・応用力をつけるクラスです。授業は「予習型授業」で、学校
の授業の理解度を上げます。毎授業の小テストと年8回の到達度確認テストで学習内容の
定着を図ります。授業、ノート作り、宿題、テスト、やり直しの学習サイクルを身につけることが
できます。また、週2回の通塾で他の習い事との両立もできます。



中学部

中学校3年生
ハイクラス

上野丘・舞鶴および高専合格（上位合格）、学校成績で上位10％を目指すクラスです。授
業は「予習型授業」で、学校の授業の理解度を深めます。さらに、各テーマを県立入試レベ
ルまで深めて指導します。毎授業の小テストと年間計7回実施する大分県合同模試・上野
丘突破模試で学習内容の定着を図ります。新学習指導要領に向けての英語の4技能対策、
数学の応用演習・国語の読解力・表現力指導を強化して、2020年度県立入試に対応でき
る力を養います。定期テスト対策は、テスト1ヶ月前から、スケジュール管理・勉強方法指
導・ポイント授業・対策演習を日曜日特別授業として行います。

中学校3年生
スタンダード

豊府・大分西・雄城台・鶴崎高校合格、学校成績向上を目指すクラスです。授業は「予習
型授業」で、学校の授業の理解度を上げます。「授業・宿題・テスト・やり直し」の学習サイク
ルを徹底して身につけさせます。毎授業の小テストと年間計7回実施する大分県合同模試・
上野丘突破模試で学習内容の基礎定着を図ります。新学習指導要領に向けての英語の4
技能対策、数学の応用演習・国語の読解力・表現力指導を強化して、2020年度県立入試
に対応できる力を養います。定期テスト対策は、テスト1ヶ月前から、スケジュール管理・勉
強方法指導・ポイント授業・対策演習を日曜日特別授業として行います。

中学校2年生
ハイクラス

上野丘高校合格（上位合格）、学校成績で上位10％を目指すクラスです。授業は「予習型
授業」で、学校の授業の理解度を深めます。さらに、各テーマを県立入試レベルまで深めて
指導します。毎授業の小テストと東セミ模試（8月・1月）で学習内容の定着を図ります。新
学習指導要領に向けての英語の4技能対策、数学の応用演習・国語の読解力・表現力指
導を強化して、2021年度県立入試に対応できる力を養います。定期テスト対策は、テスト
1ヶ月前から、スケジュール管理・勉強方法指導・ポイント授業・対策演習を日曜日特別授
業として行います。

中学校2年生
スタンダード

豊府・大分西・雄城台・鶴崎高校合格、学校成績向上を目指すクラスです。授業は「予習
型授業」で、学校の授業の理解度を上げます。「授業・宿題・テスト・やり直し」の学習サイク
ルを徹底して身につけさせます。毎授業の小テストと東セミ模試（8月・1月）で学習内容の
基礎定着を図ります。新学習指導要領に向けての英語の4技能対策、数学の応用演習・
国語の読解力・表現力指導を強化して、2021年度県立入試に対応できる力を養います。
定期テスト対策は、テスト1ヶ月前から、スケジュール管理・勉強方法指導・ポイント授業・対
策演習を日曜日特別授業として行います。

中学校1年生
ハイクラス

上野丘高校合格（上位合格）、学校成績で上位10％を目指すクラスです。授業は「予習型
授業」で、学校の授業の理解度を深めます。さらに、各テーマを県立入試レベルまで深めて
指導します。毎授業の小テストと東セミ模試（8月・1月）で学習内容の定着を図ります。新
学習指導要領に向けての英語の4技能対策、数学の応用演習・国語の読解力・表現力指
導を強化して、2022年度県立入試に対応できる力を養います。定期テスト対策は、テスト
1ヶ月前から、スケジュール管理・勉強方法指導・ポイント授業・対策演習を日曜日特別授
業として行います。

中学校1年生
スタンダード

豊府・大分西・雄城台・鶴崎高校合格、学校成績向上を目指すクラスです。授業は「予習
型授業」で、学校の授業の理解度を上げます。「授業・宿題・テスト・やり直し」の学習サイク
ルを徹底して身につけさせます。毎授業の小テストと東セミ模試（8月・1月）で学習内容の
基礎定着を図ります。新学習指導要領に向けての英語の4技能対策、数学の応用演習・
国語の読解力・表現力指導を強化して、2022年度県立入試に対応できる力を養います。
定期テスト対策は、テスト1ヶ月前から、スケジュール管理・勉強方法指導・ポイント授業・対
策演習を日曜日特別授業として行います。







能力開発講座

アニメーションを通して学習内容を物語として理解し印象づけながら、
低学年のうちに身につけたい「長文を頭でイメージして考え、読解する力」
「図形を頭でイメージして考える力」を効果的に高めます。
先々の学力向上、受験対策にも大いに役立ちます。

教育版レゴ“マインドストーム”を使ったロボットプログラミング講座です。
レッスンごとに自分たちでロボットを組み立て、プログラミングを行うことで
様々なミッションにチャレンジしていきます。
プログラミングレッスンを通じて理数系に強い子どもを育てるだけではなく、
「やりきるチカラ」を育んでいきます。

レプトン（Lepton）はいつからでも、どのレベルからでも始められる個別指導
型の子ども英語教室です。「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能の総合学習
により、小学生からTOEIC®600点（≒TOEFL iBT®61点）レベルのコミュニ
ケーション英語力習得を教育目標として掲げています。お子さまに、将来本
当に使える英語を身につけてほしいと願う保護者さまの支持を受け、急速
に全国に広がっています。

速読は、「速く正確に読み解く力」を鍛えるコースです。「読み解く力」は個
人差が顕著に現れる力の一つです。速読のトレーニングでは「速読力」だけ
でなく、「速解力」も相乗的に鍛えていきます。全国の受講生達とのオンライ
ンによる競い合いや、検定による級・段の認定、表彰などで日頃の受講成
果も実感できます。速読・速解は特別な能力ではありません。科学的なプ
ログラムにより、誰でも楽しく自身の能力を高めることができます。
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Ⅰ．東セミの規約    2021 年 3 月 1日改定 

１．休校について 

  東セミは、原則として次の該当日を休校と致します。 
   ・週１〜２日（教室により異なります） 
   ・お盆・年末年始・ゴールデンウィーク期間 
   ・東セミが定める日（年間スケジュールをご確認下さい） 
   ・春休み・夏休み・冬休み中（特別授業（講習会等）に移行します） 
   ・台風など自然災害時（警報発令時となります） 
    ※台風などの自然災害による休校の場合、授業の振替はございません。 
 
２．授業料・諸経費納入方法 

   ①授業料などの費用は全て毎月２７日に翌月分を「口座からの引落」 

    「前納制」となっております。 

口座からの引落明細は、毎月 10 日以降でメールにてお知らせいたします。 

    ※ご入会いただいて、手続きが完了するまではコンビニエンスストアからの 

     ご入金になりますのでご了承下さいませ（手数料はかかりません） 

    また、残高不足等で振替不能の場合には、コンビニ収納となります。 

その場合、振込手数料をご負担いただきます。 

コンビニ収納の期限が切れた場合には、再発行いたします。 

その場合、再発行手数料をご負担いただきます。 

 

   ＜よくあるお問合せ＞ 

    「口座から引き落としされていますが、何月分ですか？」という 

    お問合せが多いです。 

    口座からは「翌月分を引落」させていただいております。 

＜主な費用の納入時期の例＞（学年やコースによって、一部異なります。） 

      4 月 27 日… 5 月授業料＋学習サポート費 

      5 月 27 日… 6 月授業料＋学習サポート費 

      6 月 27 日… 7 月授業料＋学習サポート費 

      7 月 27 日… 8 月授業料＋夏期講習費用＋学習サポート費 

      8 月 27 日… 9 月授業料＋学習サポート費＋冷暖房費 

      9 月 27 日…10 月授業料＋学習サポート費 

     10 月 27 日…11 月授業料＋学習サポート費 

     11 月 27 日…12 月授業料＋学習サポート費 

     12 月 27 日… 1 月授業料＋冬期講習費用＋学習サポート費 



      1 月 27 日… 2 月授業料＋学習サポート費 

      2 月 27 日… 3 月授業料＋学習サポート費＋次年度模試費用＋冷暖房費 

      3 月 27 日… 4 月授業料＋春期講習費用＋学習サポート費＋次年度教材費 

   （注）27 日が土日の場合は翌月曜日、 

      27 日が祝祭日の場合は翌日引き落としとなります。 

 

３．納入金の滞納について 

理由が順当かつ明確でなく１カ月の滞納があった場合は、大変不本意ではありま

すが通塾停止とさせていただきます。通塾停止中も授業料は発生いたします。 

また、未払い分につきましては、退会後であっても、ご納入いただきます。 

 

４．講習会について 

   東セミの講習会は、原則次の通りの内容になります。 

   春 ／学校の先取り   夏・冬 ／今までの復習（苦手単元） 

   両方ともに、学校の成績を上げるために必要不可欠です。 

   情熱個別 Passionでは、およそ１ヶ月前の段階で、お子様に必要な学習内容を 

   ご提案書としてお渡しします。そのご提案書をもとに面談をさせていただき、講

習会申込書をご提出いただきます。 

   また、クラス指導では、1ヶ月前の段階で、講習会のご案内をしていきます。 

講習会に参加できない場合は、以下に定める期日までに各担当者または各教室 

までご連絡下さい。 

（ 夏期講習 7月10日  冬期講習 12月10日  春期講習 3月10日 ） 

※お申し出は 10 日 15:00 まで、10 日が土・日・祝日の場合は、金曜日 15:00 まで 

にお願いします。 

 

５．授業回数について 

  東セミはクラス指導、情熱個別パッション、きらめきっず、それぞれ年間授業回数 

  を設定しております。各月の授業日は、それぞれのカレンダーをご確認下さい。 

  月により授業回数は異なりますが、授業料は変わりませんので、あらかじめご了承 

下さい。 

 
６．授業の振替について 

  情熱個別 Passionの授業の振替は、ご利用条件の中で、原則対応させていただきま

す。詳細はご入会案内の情熱個別 Passionのシステムのページをご確認下さい。 

  また、クラス指導でも、事前にご連絡をいただいた場合に、フォローアップ（補講） 

をさせていただきます。日程や時間につきましては各教室にお問い合わせ下さい。 



７．入会金の割引について 

 （１）入会金割引制度 

    以下の条件のいずれかに該当する場合、入会金が割引となります。 

① 兄弟・姉妹が過去３年の間に東セミグループの会員であった場合。 

② 各期講習会を受講し、引き続き東セミの会員になる場合。 

③ 各期講習会からの入会の場合。 

④ 過去に在籍し、３ヶ月以内に復帰する場合。 

⑤ 東セミに通っている生徒、またはその保護者からのご紹介がある場合。 

⑥ ご兄弟で入会の場合は、ご入会金が割引対象となります。 

⑦ グループ（３名以上）でご入会の場合もご入会金が割引対象となります。 

 

 （２）入会金免除 

   以下の条件のいずれかに該当する場合、入会金は免除となります。 

① 兄弟・姉妹が現在東セミグループの会員である場合。 

② 現在休会中で、３ヶ月以内で復帰する場合。 

 

  ※上記割引を複数同時に受けることは出来ません。 

  ※原則自己申告となります。 

 

 （３）割引額 

   割引額については、その時の実施キャンペーンにより異なります。 

   各教室の担当の先生に確認して下さい。 

 

８．兄弟・姉妹割引について（※授業料のみが対象となります） 

  （※教材費・模試費用・学習サポート費等は対象外） 

  ① 兄弟割引は東セミに通っている兄弟それぞれに１０％割引が適用されます。 

     ただし東進衛星予備校は割引の対象外となります。 

  例）東進衛星予備校と東セミ中学部に兄弟で通っている場合 

中学部のお子様のみ 10％の兄弟割引が適用（12 月末まで）されます。 

12 月 10 日 15:00 まで、10 日が土・日・祝日の場合は、金曜日 15:00 までに、 

ご兄弟の東進予備校での継続のご入金が確認できた場合は、翌年 1月からも 

弟妹割引が適用となります。 

  ② 兄弟割引は授業料・講習会費にかかるものとします。 

  ③ 兄弟が休会している場合、兄弟割引は発生しません。 

 
 



９．母子（父子）家庭割引制度 

  １人のお子様でも、兄弟割引を受けることができる、という考え方の制度です。 

  ① 割引内容は兄弟・弟妹割引に準じます。 

  ② ご入会時と更新月に、市町村発行の「母子医療保険証」の写し（コピー）を 

ご提出下さい。 

<更新月> 

     大分市 12 月 1 日発行  12 月 10 日までにご提出いただければ、 

翌年の 1 月より 12 月まで割引適用となります。 

     宮崎市  8 月 1 日発行   8 月 10 日までにご提出いただければ、 

                  翌月 9月より 8月まで割引適用となります。 

    ※10 日 15:00 以降、10 日が土・日・祝日の場合は金曜日 15:00 以降に 

ご提出いただく場合は、翌々月からの割引適用となります。 

  ③ 兄弟・弟妹割引制度との併用はできません。 

 

１０．大分市こどもの学習支援事業 
  東セミは大分市こどもの学習支援事業の指定学習塾です。 

① 授業料・教材費・模試費用から最大 1万円の助成となります。 

② ご入会時と更新月に「助成決定通知書」の写し（コピー）をご提出下さい。 

  生徒証明書（もしくは保険証）の写し（コピー）も併せてご提出下さい。 

<更新月> 

申請した月によって異なります。「助成決定通知書」に記載されている 

適用期間をご確認の上、各ご家庭で更新手続きを行って下さい。 

    ※10 日 15:00 以降、10 日が土・日・祝日の場合は金曜日 15:00 以降に 

ご提出いただく場合は、翌々月からの割引適用となります。 

③ 兄弟・姉妹割引制度、母子（父子）家庭割引制度との併用が可能です。 

 

１１．退会・休会の手続きについて 

  ご入会時にお渡しさせていただく、「入会・退会・休会に関する事前説明書」 

  をご確認下さい。休会は入院・留学などによるやむを得ない場合のみ該当します。 

 

１２．塾生保険について 

  通塾時、および授業時間内で発生した事故などに対して保険が適用されます。 

   ＜適用例＞ 

    ①通塾途中の事故 

     ご自宅から塾までの最短コース・通塾コースを通行している場合は 

     保険適用の対象になります。 



    ②塾内での器物破損 

     故意ではない場合は、破損した器物弁償分が保険適用されます。 

    ③塾内で友達とぶつかって怪我をさせてしまった。 

     故意で無い場合は治療費について保険の限度内で適用されます。 

      ※保険料は学習サポート費に含んでご納入いただいておりますが、 

       月謝未納の場合は適用されませんのでご注意下さい。 

 

１３．保護者様へ[重要] 

 （１）１ヶ月以上の休塾、及び退塾は必ず届出（書面にて）を行って下さい。 

    届け出なく欠席をしている場合は引き続き月謝を請求することとなります。 

 

（２）何らかの事情で月謝の滞納が生じる場合は、期日前までに必ずご連絡下さい。 

１カ月以上の滞納は通塾をお断りすることになりますのでご注意下さい。 

  

（３）塾内の器物破損については、理由の如何に関わらず修理に掛かる費用を 

ご負担願います。   ※塾生保険の適用外の場合に限ります。 

 

 （４）お車でのお迎えの際はご近所の方にご迷惑のかからぬようご注意下さい 

    たばこの投げ捨て等のマナーにもお気をつけ下さい。 

 

 （５）塾生保険の適用 

自宅から塾までの通常の経路を通る通塾途中や帰宅中の事故に関して 

保険が適用されます。 

ただし、故意に行った行為に対しては（３）に従って費用の負担を 

いただきます。 

 

１４．塾生規約（塾生の注意事項・禁止事項） 

 （１）会員は東セミグループの方針である会員規則を守り、 

    塾の内外ともに責任をもった行動をして下さい。 

 

 （２）東セミグループはしつけ、他の生徒に迷惑をかけない！という視点から、 

    次のようなこと禁止しています。 

    ①茶髪  ※自毛の場合はその旨をお申し出下さい 

    ②化粧、色つきリップ 

    ③ピアスなど 

     ④その他、東セミ生としてふさわしくないと認められること。 



    ⑤服装は私服で構いませんが、極端に華美な服装はご遠慮下さい。 

 

 （３）あいさつをする 

    入退室時には元気よく挨拶し、必ず、入退室カードを通して下さい。 

    一度、東セミに入ったら許可のない外出を禁止します。 

    また、入塾時の「こんにちは」授業開始の「お願いします」と、 

    終了時の「ありがとうございました」を大きな声で必ず実行して下さい。 

    また、同じ建物で会った人には『こんにちは』『さようなら』の 

    あいさつをしましょう。 

 

 （４）持ってきてはいけないもの 

    ①ゲーム･雑誌などの授業に関係ないものはすべて持ち込み禁止です。 

    ②お菓子、ジュース類の持ち込みも禁止です。 

    ③また、学校帰りの飲食物等の買い物は学校で禁じられているので 

     絶対に行わないで下さい。 

    ④教室内では、携帯電話の使用を禁止します。鞄の中にしまっておきましょう。 

     教室内で使用などが見られた場合は、即没収します。 

     その後、事務所内に保管し、帰宅時にお返しします。 

 

 （５）授業を集中して聞くために次の行動が目立つ生徒は授業を受けさせません。 

      ※下記の行動が発覚次第、即時に家に電話をし、帰宅させます。 

    ①姿勢が悪い 

      ※壁によりかかる、ひじをあてる、足を組む 

    ②授業中におしゃべりをする。 

    ③ガム、あめなどを口に入れて授業を受ける（お菓子類の持ち込みも厳禁です） 

    ④宿題をやっていない、もしくは家に忘れる。 

    ⑤塾内での携帯電話の使用（メールを含む） 

 

 （６）定期テストや模擬試験の予定の報告、結果の報告を行うようにして下さい。 

    みなさんの学習計画を立てていく上で非常に重要です。 

 （７）無断欠席・遅刻、無断早退は絶対にしないで下さい。  

      ※やむをえない場合は必ず事前に連絡を入れて下さい。 

 

 （８）東セミへの行き帰り時に、絶対に寄り道をしないで下さい。 

 

 （９）講師室には勝手に入らないで下さい。 



    また、講師の机・パソコンにも絶対に触れないで下さい。 

 

 （10）塾内・外のすべての器物を大切にし環境の美化や整理整頓に努めましょう。 

    ※特に黒板（白板）への落書きはいかなる場合も厳禁とします。 

 

 （11）塾内での飲食は、授業開始前まで、先生の許可を得た生徒のみ認めます。 

    なお、塾内で飲食する時間と場所は決められています。 

    確実に守って下さい。 
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