
 

 

Ⅰ．ごあいさつ 

情熱個別 Passionのなりたち 

東セミが大分市東部の明野地区に第一教場目を開校

したのが１９８５年です。 
  
おかげさまで、東セミは２０１５年に３０周年を迎

えました。 
地元の皆様に感謝です。 
誠にありがとうございます。 
 
そんな東セミが個別指導専門塾SEEDを開校したの

が創業から４年目の１９８９年のことです。 
 
東セミには、企業理念、教育理念、経営理念、 
行動理念の４つの理念があります。 
 
初めに掲げている企業理念の中で、 
私たちの目的を明記しています。 
 
それは、 

社会に貢献する 

人材を育てる。 
ということです。 
そのために、生徒一人一人に本気で 
向き合うことを愚直に取り組んで 
まいりました。 
そして、しっかり成績を上げるノウハウ 
も蓄積してきました。 
 
しかし、です。 

 
どうしても個別指導専門塾 SEED としての 
壁に突き当たることになります。 
 
 
 
 

企業理念 会社・ 企業としての生き方・ あり方

人・ 心・ 志で   
社会に奉仕していく
『 人・ 心・ 志』 を柱と したサービスを提供し 、  

お客様の確かな成長・ 改善を通じ 、  

関係する全員に喜ばれるために行動し続ける会社となる。  

結果として、 社会に貢献できる人材の育成を目指す。  

もちろん、 納税の義務を十分果たす中で社会に貢献していく 。

経営理念 私たちが徹底していく もの

感・ 努・ 幸
人を介するサービスは完全なる無形なもの。  

つまり 、 理解を得られにく いものでもある。  

しかし 、 常々感謝・ 感動・ 感激を創造し 、 努力を厭わず、 各人の役割に 

徹していく ことで、 社員と家族の幸せを追求していく 。 そのためにも、  

やりがいや良心に反さない、 人と しての成長・ 将来への安心という  

点での豊かさを目指したい。  

東セミ で働いていることを誇りにできる会社を実現したいきたい。  

良心に従った業務とは～ 

思いは一つ。 生徒・ 保護者・ そして社員の家族のために

行動理念 私たちが行動する時に肝に銘じていること

素直・ プラス発想・ 勉強好き   
スピード と実行＋気配り
私たちが常に意識することは、  

素直、 プラス発想、 勉強好きであるという こと 。  

いざ行動する際は、 スピード をもって、 実行していく 。  

期限は厳守し 、 期待以上の成果を求めていく 。  

その上で、 気づかい・ 気配り を配慮していく 社員であり たい。  

この行動理念を実現するために必要なことは、  

宣言をするという こと 。

教育理念 教育に対する私たちの考え方

３ つのスローガンを通じ 、   
生徒の心・ 人としての  
成長の場となることを目指す
生徒の成績・ 学力を伸ばすために『 躾』 を身につけ、 『 思い出』 と して  

残してく れる指導をしていく 。  

躾を身につけ、 思い出に昇華していく ためにも、  

心・ 志・ 精神力を培う 人間としての 

成長の場となり たい。 ここで必要な要素は、  

熱（ 熱さ 、 く どさ 、 しつこさ ） であり 、  

その熱を高めるために、 明るさ ・ 積極性・ 感謝の心が欠かせない。

①成績を上げる   

②躾をする   

③思い出をつく る



 

 

個別専門塾 SEED として突き当たった壁とは… 

① ５科目受講が難しい 

 個別指導は５科目の指導を受けるには費用が予算をオーバーするという 
 お声をいただいてきました。 
 例えば英数を受講いただき、英数は順位が上がった。 
 ただ、他の科目がまだまだ満足できる状態ではない。どうしましょうか？ 
 という壁です。 
 

② 演習の時間が足りない（≒自分の意見としてまとめることに時間がかかる） 

 個別指導は SEED では週１回で６０分でした。その６０分でわからない問題 
 や、先取りの学習内容を理解することはできた。ただ、演習が足りないので、 
 家で勉強する習慣が身についていない生徒は、効果が出るまで時間がかかる、 

  という壁です。 
 
  また、用語を覚えたり、理解することはできるが、演習量が足らずに、 
  記述問題などの自分の考えをまとめることはまだまだ慣れない、という壁です。 
 
③ どの科目も平均的に学習する悲劇 

 これは形態の問題ではないですが、どの科目も満遍なく成績を上げたいと 
 思うのは、みんな同じだと思います。 
 しかし、結果を出す時の大原則は、スタート段階で成功体験をするという 
 ことです。何でもやる、ということは、全部平均的にやることになります。 
 極端ですが、何でもやるというのは、何にもやらないことだ！とも言えます。 
 結果を出すところを絞りきれない壁、というものです。 

 
④ 学校の宿題への質問対応という無駄 

 個別指導の中では、往々にして個別指導の中で当日の課題を解説、 
 解いてもらうということになっているという話をよく耳にします。 
 もちろん、一概に悪いとは言えません。 
 しかし、実はこれではなかなか成績は上がらないこともわかってきました。 
 個別指導がよく陥る壁、というものです。 

 
個別指導専門塾 SEED では、このような問題を何とか人的パワーで乗り越えて 
きました。しかし、根本的な解決にはなっていないこともわかっていました。 
 
このような現実に遭遇し、こうしたい、ああしたい、ということを先生同士で 
何度も話し合い、検証し、改善するということを繰り返してきました。 
  



 

 

そして、国策の一つとして、大学入試変革のニュースが飛び込んできたのです。 
   ①センター試験が廃止される 

   ②英語は４技能を重視する 

   ③グローバルな人材を育てる 

などなど、皆様もご存知の通り、大きく異なってきます。 
もちろん大学入試が変われば、高校受験も、中学受験も変わってきます。 
中学受験では 2015 年度入試から英語を導入する学校も出てきました。 
いずれ大分にもその波は必ずやって来るでしょう。 
 
私たちが目指すこと、国全体が目指す『グローバルな人材』の方向が一致しました。 
また、より『自分の考えを表現する』ことが必要になることがわかりました。 
 
だからこそ、学校の成績を上げ、内申点をしっかりとることに重きを置きます。 
これが大学入試変革への対応の一つの策にもなるのです。 
 
東セミグループでは、前記したような今まで突き当たっていた壁を見直し、 
これから日本が進んで行く方向と同じ方向に変革していくことを決意しました。 
 
東セミグループが３０周年を迎えたということもきっかけとなり、 
２０１５年わさだ教室に他の教室より先行して新しい東セミの個別指導の姿、 
情熱個別 Passion（パッション）を２月にプレオープン、４月から新規開校 
ということになりました。 
 

情熱個別 Passion（パッション）とは… 

 

情熱 ＝ １人１人に適正な目標を作り、 

      徹底していくこと         と定義しました。 

 

個別 ＝ 結果として、学校の内申点を 

      しっかり伸ばすこと      と定義しました。 

 
個別指導専門塾 SEED から情熱個別 Passion に進化します。 
 
 
 
 



 

 

Ⅱ．情熱個別 Passionの３つの特徴 

⒈Input中心型から Output強化型へ 

（１）大学入試形態の変化に伴う、これから求められる力 

  
２０２０年度から大学入試の変革が明言されています。大枠は上記の通りです。 
 
従来通りの受信力（インプット）に加えて、 
発信力（アウトプット）が必要になってきます。 
 
生徒にとっては、インプットが知識を得る＝学ぶことになります。 
今後は、知識を得るだけではなく、得た知識をもとに、 
自分の考えをまとめ、伝えるという『自己表現』力が必要になります。 

この際、指導する先生側が注意すべきことは、 
理解してもらう（従来の役割）に加え、自己表現力を訓練するということです。 

そのためにも、『演習する』時間が必ず必要になるのです。 

 
（２）アウトプット強化により生まれる善循環を狙います 
従来の個別指導では、６０分あれば、演習時間は多く取れたとしても３０分でした。 
この演習時間をもっと確保できる形式が情熱個別 Passion のスタイルです。 
 

① 演習を重ねることで、できる！という実感を増やすことができます。 

② できる実感を感じるということは、自信がつくということです。 

③ 自信が生まれれば、その自信がやる気につながります。 

④ やる気が出て勉強をするようになれば、自立、さらには自律できるように

なります。 

 
このような、善循環を狙っているのが情熱個別 Passion です。 
 



 

 

（３）そのために私たち講師に必要な行動 

前記のような私たちの理想・目指すことを実現するために、 
私たち講師に必要不可欠なこととして、次のように捉えています。 
 

① 徹底していくこと 

② より個人に焦点を当て、指導していく 

③ 個人の学習計画作成を立て、チェックし、修正すること 

 
この３点に全力を注いでいきます。 
 
 
 
 
 
  



 

 

２．個別指導なのに５科目指導を実現 

情熱個別 Passion で最も考えたのが、 

しっかり５科目対応する 

ということです。 
 
従来の個別指導専門塾 SEED の場合、 
学習成果を出す点については概ね満足いただけるのではないかと思っていますが、

受講していただく科目以外の成果は？と聞かれると、 
なかなか難しいというのが現状です。 
 
例えば中３生で考えます。 
 
従来の個別指導専門塾 SEED の場合、 
週１回１時限６０分でお月謝が１０，２６０円でした。 
５科目受講すると、毎月５１，３００円ほどご負担がかかっていました。 
 
情熱個別 Passion では、 
中３生でのお月謝が４，５００円（税別）となります。 
５科目のクラス授業を受ける費用と同じご予算で個別指導を 
受けていただくことができます。 
＊定期テストの先取りの場合は、1 教科 2 コマからお願いしております。 
 
さらに言えば、苦手単元は週２時限にして、弱点強化をしていっても、 
従来の３科目分の費用で５科目受講することができるのです。 
 

同じ進度をより安く、より演習時間を確保して受講できる。 

 
これが情熱個別 Passion です。 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

３．理科と数学で、まず結果を出す塾へ 

 
学校の成績を上げるために最も必要なことは何だと思いますか？ 
 
もちろん、勉強方法や生徒に対しての声かけなど、その要素は沢山あります。 
東セミグループで最も大切だと思っていることがあります。 
 
一番大切なことを一言で表現すると、 

成功体験だと確信しています。 

取り組んだことが成果に出るという経験。 
成功体験をして、初めてやり方がわかり、やる気が出て、 
継続できるようなるという善循環だと考えています。 
 
成功体験をしてもらうために欠かせないことが１点あります。 

まず１科目で結果を出し、他の科目に取り組んでいく。 

ということです。 
 
もちろん、中３生になれば、全部の科目を満遍なく勉強しないと、 
総合点での勝負である『受験』は突破できません。 
 
しかし、受験学年以外では話は変わります。 
自分の中で得意な科目を作ることが必要なのです。 
 
東セミはまず理科と数学の成績を上げることにこだわっています。 
 
第一段階として、『数学』の成績を上げること。 
そして、そこで経験する『成功体験＝勉強方法』を他の科目でも 
実践していく。 
 
これが東セミの成績の上げ方に他なりません。 
 
もちろん、数学だけではなく、英語や国語、社会などの他の教科も 
自信を持って指導させていただいております。ご安心ください。 
 
入り口を数学にすることをお勧めします。 
 
  



 

 

Ⅲ．情熱個別 Passionの３つの譲れない指導方針 

徹底。これが東セミの講師の信念です。 

東セミの指導方針（考え方）は３つあります。 
① 一人ひとりにとことん 

 東セミは、生徒一人ひとりの「心」を大切にします。 
 生徒の多様な個性や能力を尊重しながら、 
 一人ひとりに「わかった」「できた！」と思ってもらえるまで、 
 「とことん」指導させていただきたいと思っております。 
 
② 強い『心』を育てたい 

がんばってもなかなか良い結果が出ない時こそ、 
「やればできる」と思えるように、生徒の一つひとつの努力を 
確実に結果へつなげることで、 
「やればできるんだ！」という「自信」を持つことが出来ます。 
東セミは、生徒の小さな成功体験の積み重ねを通じて、 
強い「心」を育てます。 

 
③ 子ども達の『将来の選択肢』を広げたい 

「勉強のできる人」が「頭の良い人」「幸せな人」とは限りません。 
ただ、しっかり勉強して「学力を上げること」は、 
確実に子供たちの将来の選択肢を広げます。 
東セミは一人ひとりの学力をしっかり上げることで、 
生徒の人生に貢献したいと考えております。 

 
この３つの指導方針を実現するための取り組みを徹底していきます。 
 

徹底１．学校の授業をわかるようにする！ 

生徒の状況にもよりますが、保護者の皆様の大半が『今までの復習』を 
しっかりして欲しいとお考えだと思います。 
このお考えはまさにその通りです。 
 
しかし、これではいつまでたっても学校の授業をわかるようにはなりません。 
学校の授業がわかることで、初めてやる気にもスイッチが入ると考えています。 
通常時は、学校進度よりも少し先を予習し、学校の授業がわかるようにする、 
ということが最も大切です。 
 
一方、夏休みや冬休みのタイミングで復習をしていただくことを徹底しています。 



 

 

徹底２．テストまでの計画の徹底〜反復学習 

学力が伸びない生徒に、無計画でたくさんの問題を解くという傾向があるのを 
ご存知でしょうか？ 
特に入試前になると、不安感から、たくさん問題集を購入してしまい、 
結果としてすべての問題集の初めの方だけを解いて終わり…という生徒がいます。 
 
学力を伸ばすためには、何よりもまず計画が大切です。 
東セミの個別指導は、次のテストをゴールとし、そのための学習計画を常に立てる、 
ということを徹底しています。 
 
また、その中で、１冊の問題集をしっかり解ききる、定期テストであれば、 
学校の副教材（および東セミ提供の副教材）をしっかりやり遂げる、 
という反復学習が最も大切です。 
ここも東セミで徹底してチェックしていきます。 
 
もちろん、定期テスト対策もこってりさせていただきます。 
 

徹底３．計画を持った復習〜夏冬講習会 

徹底の１でもお伝えした通り、学校がない夏休みや冬休みこそ、 
今までの復習を徹底していく最高のタイミングとして捉えています。 
 
夏休み、冬休みで復習を取り組んでいくということを初めから計画を 
立てていくことを徹底していきます。 
 

 通 常 時：学校の授業がわかるようにする 

 長期休暇時：苦手単元をしっかり復習し、克服する 

  



 

 

Ⅳ．情熱個別 Passionの３つのコース 

最も自信を持ってお勧めするのがスタンダードコース 

※ 情熱個別 Passion では、３つのコースからお選びいただけます。 
１． ３つのコースの比較一覧 

 
プレミアム プラチナ スタンダード 

おすすめ × △ ◎ 

指導形態 １：１ １：２ １：４ 

※ 中受生１：２ 

高校生１：３ 

費用 △ ○ ◎ 

演習確保 × △ ◎ 

学習進度 ○ ○ ◎ 

学習定着度 △ ○ ◎ 

対象生徒 手取り足取り要求 ピンポイント要求 指導性要求 

 
（１）プレミアムコース 

完全に１対１で指導させていただく、マンツーマンのスタイルの 
個別指導コースです。一から理解し直すことを目的にした生徒に 
ぴったりのコースです。弱点科目が明確な場合に非常に有効です。 

 （２）プラチナコース 

    時間をかけて、理解することを優先する１対２で指導させていただく 
    個別指導コースです。弱点となっている単元を明確に把握し、 
    やっつけてきたい生徒にぴったりです。 
    また、自分で勉強する習慣が身についていればさらに効果が見込めます。 
 （３）スタンダードコース 

    部活なども一生懸命やっている生徒や、なかなか家では勉強できない、 
    という生徒のためにご用意させていただいたパッション一番のお勧めの 
    コースです。理解するだけではなく、定着させる、つまり演習する 
    時間も盛り込みました！ 
    また、なかなか個別指導では５科目受けるまでは難しいという 
    ケースが多いのも事実です。 
    東セミパッションのスタンダードコースは、個別指導で５科目受講できる 
    ということを可能にした一番オススメのコースです。 

※ 高校生は１：３までとなります。 
※ 中学受験生は、１：２をお勧めします。 

コースの選択は東セミ講師におまかせください！ 

お子様にあったものをご提案させていただきます。 



 

 

Ⅴ．情熱個別 Passionの個別指導システム 

１．宿題 

  授業終了時には、毎回宿題をお出ししています。 
  この宿題は、授業中に間違えた問題や類題など、一人ひとりの生徒さんの学力 
  や学習状況に合わせた宿題ですから、ご家庭でこの宿題をやりきることに 
  よって無理なく学習習慣が身につきます。 
 
２．テスト対策 

  情熱個別 Passion では、学校の成績を伸ばすためのテスト対策に力を入れて 
  います。 
  無料で行っていくものと、個別に有料で行っていくものがございます。 
 
  ※無料で行う対策 
   （１）テストに向けた計画表作成 
   （２）副教材のチェックと徹底 
   （３）理社マラソン（上記２点ができている生徒のみ対象です） 
   

※有料で行う対策 
    （１）普段受講している英数の授業進度が遅く、反復学習が出来ない場合は 
            テスト前にテスト対策コマ（中学生は 1 コマ 1,100 円×回数）を提案 

させて頂く場合がございます。 
（２）テスト前は、普段受講していない理科や社会、国語でわからないとこ

ろをピンポイントで解決するためにテスト対策コマを使うことも可

能です。 
 

３．テスト結果・通知表結果のご提出 

  中間・期末テストの結果や通知表の結果のご提出をお願いしています。 
  生徒の「実際のテスト」もお持ちいただき、間違い方などを細かく分析する 
  ことによって、より一人ひとりにあった効果的な指導を徹底することを 
  目的としています。 
 
   ※ご入塾時に、テスト用紙、通知表など前回のテスト結果がわかるものを 

  必ずご提示ください。 
 
   ※原則、結果（成績表）をメールにて教室長に送信ください。 
  



 

 

 
４．授業の振替について 

 
 （１）「講習」の「振替授業」について 

   「春期」「夏期」「冬期」の「講習」については、お申し込み段階で欠席が 
   分かっている場合、できるだけ「振替授業」が行えるように調整させて 
   いただきます。講習期間中は、座席が満席の日程もございますので、 

振替授業の希望日程は多くお知らせください。 
 
   また、振替の回数には上限がございます。受講時限数により異なります。 
   講習会ごとのご提案書（ガイド）にてご確認ください。 
 
 （２）「通常授業」の「振替授業」について 

   「通常授業」の欠席については原則「振替授業」で対応させていただきます。 
   通常授業の振替の回数は、１か月の中で通常授業の回数に比例した回数を 
   上限として設けさせていただいております。 
    
   例：通常週２回受講いただいている生徒は、１か月の授業の中で、 
     ２回まで振替を可能とさせていただきます。 
 
   学校行事による振替は、1週間前までにご連絡をください。 

   なお、体調不良や病欠に関しての振替は、授業開始３時間前までに 

   ご連絡いただければ振替を対応させていただきます。 

 

   振替は 2 か月以内に実施いたします。 

 
   授業欠席のお申し出はお電話もしくはメールでお願いします。 

   なお、振替を希望する場合は、授業振替申込用紙の提出が必須となります。 

   ※トラブルを防止するために、口頭では受付しておりません。 

 
５．受講科目について 

  どの教科でも選択は自由です。 

  入会後の教科変更も可能ですので、ご希望の場合はお申し出ください。 

  ただ、本年度（４月〜３月まで）の期中での科目の変更の場合は、 

  テキスト費用は１科目追加としての取り扱いとなります。ご了承くださいませ。 

  ※通常時はフォレスタ、講習会時はフォレスタステップを使用します。 
   → 通常時は学校の進度に対応し、講習会は復習を行います。 
  



 

 

 
６．ご面談（学習状況報告）について 

  お子様の学習状況のご報告として、定期面談を年 3回行います（２者面談）。 

  （６月、10−11 月、２月に行います） 

  また、定期面談以外にも、ご希望の場合には随時、学習相談を行います。 

  何かございましたら遠慮なく教室までご相談ください。 

 
７．メール配信サービス 

  さまざまな事務連絡やご案内は、書面とともにメールでも行っております。 

  また、入退室時には、入退室の報告メールを配信させていただいております。 

  この取り組みは、安全管理の一環として行っております。 

 

  保護者様のスマートフォンや携帯電話、パソコンのメールアドレスに 

  送信させていただきますので、ご希望のメールアドレスをお知らせください。 

 
  ※セキュリティの設定が必要なキャリアもございます。 

   必ずご入会時に目の前で確認をさせてください。 

 
  ※設定するメールアドレスは、緊急時を考慮し、 
   携帯メールを必ずご登録お願いします。 
 
８．無料体験授業について 

  安心してサービスをご利用いただけるよう、無料体験授業を 

  ご用意しております。 

  ご活用いただき、お子様と講師（トレーナー）の相性をお確かめ下さい。 

  無料体験授業の流れ：面談を行った後、１回の無料体験授業を行います。 

  無料体験授業後にご入会の判断をいただき、指導をスタートします。 

 
９．トレーナー研修 

  トレーナー研修は東セミが最も力を入れていることになります。 
  年３回の全体研修、毎月（実施できない月もあります）の 
  教室別トレーナー研修にて、指導方法、生徒情報の交換を行っております。 
 
 
 
 



 

 

Ⅵ．東セミ生にお願いする１０の約束 

１．時間を守りましょう。 

万一、遅刻や欠席をする場合は保護者の方から電話連絡をお願いします。  

塾内での飲食は、決められた食事時間を守りましょう。 

 

２．入退室時には元気よくあいさつをし、必ず、入退室カードを通しましょう。 

一度、東セミに入ったら許可のない外出を禁止します。 

 

３．先生の指示（宿題や勉強の仕方）には、素直に従いましょう。 

成績を上げるためには、家で宿題をしっかりとやることが重要です。 

 

４．他の生徒に迷惑がかかることはせず、授業中は集中して学習しましょう。 

 

５．定期テストや模擬試験の予定と成績の報告を行いましょう。 

みなさんの学習計画を立てていくうえで非常に重要です。 

 

６．学習に不必要なもの（多額の現金やアクセサリー、おもちゃなど）の持参は 

  禁止します。 

 

７．教室内では、携帯電話の使用を禁止します。 

かばんの中にしまっておきましょう。 

 

８．学習にふさわしい服装で通塾しましょう。 

茶髪やピアス、スウェット、サンダルでの通塾は禁止します。 

 

９．下校時には、寄り道をせず、すみやかに帰宅しましょう。 

 

１０．塾へ通わせてくれている家族の方々に、 

  感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Ⅶ．情熱個別 Passionの規約 

１．休校について 

  東大セミナーグループは、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） 
   ・祝祭日（年間の授業回数を消化するために開校する場合もございます。 
        詳細は年間スケジュールをご覧ください） 
   ・お盆・年末年始期間 
   ・東セミが定める日（年間スケジュールをご確認下さい） 
   ・台風など自然災害時（警報発令時となります） 
   ・春休み・夏休み・冬休みは特別授業（講習会等）に移行します。 
２．授業料・諸経費納入方法 

    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。 
        ただし、入会月は引落の手続きが間に合いませんので、大変お手数ですが 
    「コンビニエンスストアからのご入金」をお願いしています。 
    ※ご入会いただいて、はじめの２ヶ月間がコンビニエンスストアからの 
     ご入金になるということでご了承くださいませ（手数料はかかりません） 
 
   <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> 
     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＋後期模試費用 
     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＋テスト対策費＋学習サポート費 
     2 月 27 日…3 月授業料＋次年度模試費用＋冷暖房費＋学習サポート費 
     3 月 27 日…4 月授業料＋テキスト費＋春期講習費用＋学習サポート費 
   （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．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。 
   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。 
 
４．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ください。 
 
５．授業回数について 

  授業は年間４２週分の授業回数で 1 年分となります（１ヶ月３．５回）。 
  また、その授業実施日をカレンダーとしてお渡ししています。 
  必ずご確認くださいませ。 
  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、 
  あらかじめご了承ください。 
 
６．振替について 

  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。 
  詳細はこのご入会案内の V.情熱個別 Passion のシステムのページを 
  ご確認ください。 
  



 

 

 
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 Group 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Ｇｒｏｕｐ（クラス部門・個別部門・東進衛星 
予備校）の会員である場合。 

   ②過去に東セミＧｒｏｕｐに在籍し（休会中）、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ください。 
 
８．兄弟・姉妹割引について（※授業料のみが対象となります） 

  （※テキスト費・諸費は対象外） 

  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。 

     ※ 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は、中学部のお子

様のみ 10％の兄弟割引が適用されます。 

  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 

  この制度は、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となります。 

  ① 割引内容は兄弟・弟妹割引に準じます。 

  ② 市町村発行の「母子医療保険証」の写し（コピー）を提出して下さい。 

    ※ご提出がない限り、割引は適用できません。 

    ※１０日以降にご提出いただく場合は、その次の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。 

  ④ 毎年４月の新学年になる前に、ご提出の期限を設けさせていただきます。 

    その期限内でご提出いただいた場合のみ、新学年での適用をさせていただきます。 
 
１０．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」 
  をご確認ください。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。 
 
１１．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。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。 
  



 

 

１２．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）を行ってください。 
   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くだ

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ください 
    たばこの投げ捨て等のマナーにもお気をつけください。 
 
 （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 
頂きます。 

 
１３．体験学習に持ってくるもの 

 （１）筆記用具 
    鉛筆はもちろんですが、赤ペンなど色ペンを必ず持参してください。 
 
 （２）ノート 
    必ず必要です。できるだけ「東セミ専用ノート」を準備してください。 
    学校の自学ノートも可とします。 
 

１４．正式入会後から持ってくるもの 

 （１）東セミのテキスト 
    正式入会後の初回の授業でお渡しします。 
    基本的には、フォレスタという教材を毎回持ってきてください。 
    ※講習会の時に使用するテキストもあります。 
    ※定期テスト前に使用するテキストもあります。 
 
 （２）宿題 
    宿題のテキスト・プリント・ノートを必ず持って来てください。 
 
  



 

 

１５．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ください。 
 
 （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ください。 
 
 （３）あいさつをする 
    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ください。 
    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学校の帰宅途中に直接塾に来る場合を除き、飲食物も原則持込禁止です。 
    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 
     絶対に行わないでください。 
    ④教室内では、携帯電話の使用を禁止します。 

     かばん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 
    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）無断欠席・遅刻、無断早退は絶対にしないでください。  
      ※やむをえない場合は必ず事前に連絡を入れてください。 
 
 （７）東セミへの行き帰り時に、絶対に寄り道をしないでください。 



 

 

 （８）講師室には勝手に入らないでください。 
    また、講師の机・パソコンにも絶対に触れないでください。 
 
 （９）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。 
 
 （10）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。 
    確実に守ってください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

以上の会員規則に違反した会員、および素行不良者、 

ならびに学習意欲が欠如していると認められる塾生は、 

退会処分を含めた処分を行います。 

退会処分を受けた生徒の再入会は一切認めません。 



 

 

Ⅷ．TOSEMIグループのご案内 

 東セミグループ 代表電話：０１２０−４９６−４５９  

※通常時は、各教室に直接お電話してください。 

 

１．クラス指導（小３〜中３生対象） 

 『地獄を見せます！しごきます！』を合言葉に成績を上げることに徹底的にこだわっています。 

 『関数合宿』などの合宿を筆頭に『アタックやサクセス講座』と地獄系のイベント盛りだくさん。 

 成績を上げたい！多少キツくても頑張る！という熱い気持ちを持っている生徒に 

 最高の塾です！ 

 電話番号 場所 

東セミかず家 ０９７−５７４−８１４０ 大分駅南立体駐車場２階 

駅から歩いて３０秒 

明野教室 ０９７−５５６−７２６７ 明野マルショクの２軒大銀ドーム側 

１階が auショップさんです 

滝尾教室 ０９７−５６７−６１４１ 洋菓子店ベルクールさんお向かいです 

 

２．個別指導（小１〜高３生） 

 東セミの個別指導は、①理数に強いこと ②しっかり計画を立てた上での指導であること 

 ③学校の授業をわかるようにすることを目的にしていること、そして①〜③を実現する 

 ために、運営を徹底していることが特長です。熱さはクラスと同じです。 

 情熱個別 Passion（パッション） 

  電話番号 場所 

大

分

県 

東セミかず家 

Passion 

０９７−５１３−５２３５ 大分駅北口から歩いて１分。 

窓に『かず家個別』の張り紙あり。 

明野 Passion ０９７−５５６−３７３８ 明野のゲオさんの近くです。 

滝尾 Passion ０９７−５６７−６１４１ 洋菓子店ベルクールさんお向かいです 

森町 Passion ０９７−５２１−９９６７ 鶴崎工業前信号交差点です。 

わさだ Passion ０９７−５７９−６１５４ 稙田南中と東稙田小の間です 

南大分 Passion ０９７−５４６−４１１９ 豊府小横、セイムズさん隣です。 

大在 Passion ０９７−５７４−６１２３ センチュリー21 さんお向かいです。 

判田 Passion ０９７−５９７−１６００ 判田中学校の目の前です 

別府 Passion ０９７７−７６−５８５５ 別府駅からホテル白菊方面に徒歩３分 

坂ノ市 Passion ０９７−５７４−４７７１ マルショクさんの近くです。 

宮

崎

県 

青葉町 Passion ０９８５－８２－６７８０ ラーメン屋天頂さんのそばです。 

大塚 Passion ０９８５－４１－５７７１ 百姓うどんさんの斜め前です。 

大宮 Passion ０９８５－６７－６７７３ 宮崎北バイパス近くです。 



 

 

   

３． 東進衛星予備校（中１〜高３生） 

 東進衛星予備校は、東セミグループの高校生部門です。現役高校生のために 

 準備された講座群は、多岐にわたっており、いかなるレベルの希望にも安全対応できる 

 システムを採っています。 

 さらに、開校から現在に至るまで、数多くの卒業生たちが最難関である東京大学を 

 はじめ、全国の大学へと進学しています。 

 その合格実績は大分県内で群を抜いています。 

 東進衛星予備校への入学は、東セミグループの卒業生であるか否かは問いません。 

 

 電話番号 場所 

東進衛星予備校 

大分駅前校 

０９７−５４６−５１８９ 大学受験専門館として大分駅南口に 

あります。 

東進衛星予備校 

大分明野校 

０９７−５５１−７５１５ 情熱個別 明野 Passionの 

２階です 

東進衛星予備校 

大分別府駅校 

０９７７−７６−５８５５ 別府駅からホテル白菊方面に徒歩３分 

 

４．きらめきっず 速学クラブ（３歳～中学生） 

 東セミの大人気講座です。一番人気はキャンセル待ち状態の速書講座、そして 

 速算そろばんは、募集停止のクラスが常にあります。 

 

 電話番号 場所 

きらめきっず 

東セミかず家 

０９７−５７４−８１４０ 大分駅南立体駐車場２階 

駅から歩いて３０秒 

きらめきっず 

明野教室 

０９７−５５６−７２６７ 明野マルショクの２軒大銀ドーム側 

１階が auショップさんです 

きらめきっず 

判田教室 

０９７−５９７−１６００ 判田中学校の目の前です 

速算そろばん 

別府教室 

０９７７−７６−５８５５ 別府駅からホテル白菊方面に徒歩３分 

速算そろばん 

南大分教室 

０９７−５４６−４１１９ 豊府小学校横、セイムズさん隣です。 

 

地域に密着した学習塾という姿勢は変わりません。 



 

 

１．情熱個別 Passionの授業料について 

（料金表内の価格は全て税込価格です） 

 

 

スタンダードコース

小学生 週１回 週２回 週３回 週４回 週５回 週６回 週７回 週８回 それ以上1回

１・２年 4,950 9,900 14,850 19,800 24,750 29,370 33,990 38,610 4,620

３～６年 4,620 9,240 13,860 18,480 23,100 27,500 31,900 36,300 4,400

中学受験・豊府コース

小４・５・６年 4,950 9,900 14,850 19,800 24,750 29,370 33,990 38,610 4,620

中学生

１・２年 4,620 9,240 13,860 18,480 23,100 27,500 31,900 36,300 4,400

３年 4,950 9,900 14,850 19,800 24,750 29,370 33,990 38,610 4,620

※中高一貫校の中３生は高校１・２年生料金

高校生

１・２年 6,710 13,420 20,130 26,840 33,550 39,930 46,310 52,690 6,380

３年 7,260 14,520 21,780 29,040 36,300 43,230 50,160 57,090 6,930

プラチナコース

小学生 週１回 週２回 週３回 週４回 週５回 それ以上1回

１・２年 9,900 19,800 29,700 39,600 49,500 9,240

３～６年 9,240 18,480 27,720 36,960 46,200 8,800

中学受験・豊府コース

小４・５・６年 9,900 19,800 29,700 39,600 49,500 9,240

中学生

１・２年 9,240 18,480 27,720 36,960 46,200 8,800

３年 9,900 19,800 29,700 39,600 49,500 9,240

※中高一貫校の中３生は高校１・２年生料金

高校生

１・２年 13,420 26,840 40,260 53,680 67,100 12,760

３年 14,520 29,040 43,560 58,080 72,600 13,860

大逆転コース 図形の極 速読

高校生 3歳～ 小学生・中学生・高校生

1年 22,000 週1回 5,500 フル 4,950

2年 22,000 週2回 11,000 限定 4,400

3年 38,500 ※進級ごとにテキスト費 \2,200

OLECO ELST

小学生・中学生 小学生・中学生・高校生

月3回 6,600 自宅受講 2,200

月6回 13,200


