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はじめに

指導要領

ＫＥＣは今年も進化を続けていきます！
ＫＥＣは金沢で個別指導を始めて、四半世紀を超えました。
時を重ねて、どこにもない個別スタイルを育んできました。
ゆえに、指導には大きな自信があり、多くの実績をあげています。
ただ、指導や実績に自信があるのは塾として当然のこと。
塾生や保護者の皆様方に納得していただける
情報提供やサービスの向上を求め、
ＫＥＣは日々進化を続けていくことを目標としています。

ＫＥＣ

が目指す

３

つの基本

● KEC 個別指導 “KEC plus+”
ＫＥＣの通常授業は個別指導です。一人ひとりの学力に対応し、学習習慣を
改善していきます。一斉授業ではないので落ちこぼれることもありません。

NeW!!

家庭教師ではないので常に学力の推移を把握しながらの効果的な学習
計画が可能です。
毎回、学校別・個人別課題を出し、チェック＆アドバイスを塾長が行います

● 内申書対策
ＫＥＣでは入試に大きなウェートを占める内申書（調査書）の基礎となる
学習評価に完全対応したカリキュラムで指導します。
英数国理社５科目はもちろんのこと、実技科目を含めた９科目全体を
フォローしていきます。

● スーパー英語
中学 3 年生にとって英検３級取得は当たり前。KEC 中学部の塾生は
高校卒業レベルの英検準 2 級、さらに 2 級の取得を目標とします。
KEC のスーパー英語カリキュラムで周りのみんなにちょっと差を
つけちゃいましょう！
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ＫＥＣ

中学部

４

つの「できる」

．
②
NeW!!

．．．
科目自由選択制だから１科目からでも勉強できる
．．．
②個人別チェック＆アドバイスで習熟を把握できる
．．．
③授業は入室した時間からスタートするので部活動と両立できる
．．．
④英検・漢検準会場なので、塾で資格試験の受験ができる

ＫＥＣ

ならではの

教科書内容
NeW!!

定着
振替・補習

NeW!!

機能
英検・漢検

Pick UP!

カリキュラム
保護者
サポート

試験対策
入試対策

５

つの特色

★タブレットを用いた理解・習熟・定着
★豊富なテキスト・プリント群で学力向上
★学校配布ワークのプランニング

★病欠など欠席分は、振替日
★宿題忘れなど進度が遅れている場合もフォ
ロー

KEC スタンダード

「英検・漢検 ２級」

卒業時までに
半数以上の
塾生が準 2 級
クリア！

★年３回の三者面談と詳しい入試情報
★一目で課題がわかる KEC の成績処置

★内申書対策「定期テスト対策ゼミ」
★統一テストを勝ち抜け「統一対策講座」
★ライバルに差をつける「正月特訓」
★ゴールを決める「入試対策ゼミ」
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授業内容

通常授業
授業スタイル
① 集団個別スタイル

(a) 曜日ごとに学年別・教科別の個別指導により、テキスト・小テストなどの演習
をしていきます。
予習型、復習型、進学校向け、中堅校向けなど、入塾時の学力・志望状況に応じて、
一人ひとりに合わせます。
極端な先取カリキュラムはしておりません。
(b)最も近い試験に対応しております。
定期試験・実力試験（統一テスト）・総合模試・私立入試・公立入試の日程を逆算して、
「必要な時期に必要な学習」ということを、常に心がけております。
(c)英語検定に向けては、受験級ごとの教材配布・過去問演習等を実施しています。
(d)中 3 生は、統一テスト・私立入試・公立入試に向けて、過去問演習等を実施しています。

③質問指導
(a)英語・数学・国語・理科・社会の 5 教科に対応しております(授業曜日は別紙参照)。
(b) 「わからなければ、すぐ聞ける」指導をしています。
(c)学校教材の質問指導も受け付けております。

④宿題
(a)各学年、全教科、毎回必ず宿題が課されます。
(b)1 科目につき、中 1・2 は 6～10 ページ、中 3 は 10～20 ページ平均の量です。

全科目 特記事項
※1 試験 1 週間前は 30 分延長。試験 1 週間後は 30 分短縮。
※2 試験直前の週末に、「定期対策ゼミ」開講。
…5 教科直前チェックプリントおよび実技教科プリント配布します。
※3 試験前日は、選択科目に関わらず、翌日実施の試験科目の指導。
…翌日実施科目の KEC テキスト・学校テキスト等、自由に持参してくだい。
※4 英語は、英検対策として過去問演習等も実施します。
…英検準 2 級以上を受験する人は、英語を選択してください。
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宿題

通常授業全学年全科目全コースにあります！

ＫＥＣは、塾生全員に「自主・自立・自修」の学習姿勢を身につけてもらうため、通常授業に
おいて毎回必ず宿題を課し、次回授業時にその提出を求めます。宿題の提出はＫＥＣカリキュ
ラムの根幹ですから、未提出の場合学習効果は半減します。下表は、各学年の標準的な宿題
量をテキスト・プリントのページ数（１科目あたり）で表記したものです。
【KEC 中学部 宿題量】
学年

通常

試験前

中１・２

６ ～ ８ ページ

８ ～ １０ ページ

中３

１０ ～ １５ ページ

１５ ページ以上（９月以降）

「塾だけの学習」は効果がありません！「学校 ⇒ ＫＥＣ ⇒ 家庭」の
３つの場の学習サイクルがあってこそ、学力が向上します。
『できなかったら、できるまでやる！
できるようになったら、完璧にできるまでやる！！
完璧にできるようになったら、何度でも完璧にできるまでやる！！！』

通常授業 携行品リスト
通常授業には文房具のほかに、学習の能率や効果を高めたり、家庭学習に取り組む
際の参考にしたりするための各種参考書が必要です。授業初日までに各自購入して、
選択科目に応じて持参してください。（赤文字は必須携行品です）

文房具

教科書・参考書

毎回持参してください

選択科目の授業日に持参してください

□ 鉛筆（シャープペン）

□ 英語 教科書ガイド

□ 消しゴム

□ 国語 教科書ガイド

□ ボールペン２色（赤・青）

□ 理科 教科書ガイド（教科書も可）

□ 蛍光ペン４色以上

□ 社会 教科書ガイド（教科書も可）

□ 定規・コンパス

□ ５科 学校で使用しているワーク

□ ルーズリーフ
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試験直前には随時質問指導しております

選択のしかた

通常授業
①面談

三者面談がおススメ。石川県高校入試の特性を、生徒様本人にも知っておいていただきたい。
石川県の入試対策は 1 年次からスタートするのです！
まずは、面談で現状認識と情報入手。そして、遠慮なく相談。
みなさんの目標達成のためのカリキュラムが KEC にはあるはずです。

②授業曜日の確認
各学年各科目の授業曜日が決まっています。下表以外の曜日では開講しておりませんので、予めご了承願います。

【中学部 授業曜日】
学年/授業時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

中１

120 分

国理社

振替日

数学

振替日

英語

特別講座

中２

120 分

国理社

振替日

数学

振替日

英語

特別講座

中３

150 分

国理社

振替日

数学

振替日

英語

特別講座

③科目選びⅠ 「英語・数学」
自らの学習目標や得意不得意を考慮して、科目を決めてください。
石川県高校入試の英語・数学は全国屈指の難易度！できれば、どちらかまたは両方選択するのがベター。
英数は他塾に通っているという人は選択しなくても OK です。

④科目選びⅡ 「国語・理科・社会」
バランスよく学力を伸ばしたいという方は、理科・社会の複科（2 科目選択）がおすすめ。
中 1・2 の国理社三科選択は、2 時間 30 分となります。！

⑤無料体験学習の受講
上記②～④までで選んだ科目・コースの無料体験学習を是非受講してみてください。
KEC の学習システムが気に入ったら、保護者の方と相談して、入塾手続きをしてください。
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ＫＥＣ中学部
塾生心得

ご質問

Ｑ＆Ａコーナー
Ｑ１ 「ＫＥＣの授業スタイルについて教えて下さい。」
Ａ１ 「ＫＥＣは創立以来、“個別指導”による授業を行っています。個別指導は、
学習目標や学力が異なる中学生一人ひとりに、個々の習熟度に合わせて的
確な対応ができます。さらに、ＫＥＣは塾生全員の学習計画や学習状況、個
人成績を常に把握しており、保護者の方へ塾生の学習課題を明確にした指
導報告をしています（三者面談会を年間３回行っております）。」

Ｑ２ 「マンツーマン授業なのですか？」
Ａ２ 「集団個別指導」です。１対１の家庭教師や個人指導で
は、生徒の先生に対する依存度高まります。ＫＥＣは、
生徒に自立学習を促しながら学習効果を上げる個別指
導を目指しています。」

Ｑ３ 「個別指導では一人一人の学習内容はちがうのですか？」
Ａ３ 「個人の理解度や学習スピードに応じて、学習内容を選択しますが、目標は定
期試験や実力テストで如何に得点するかということです。KEC の個別指導は学
年全体の科目別学習目標を、個人個人のカリキュラム実施に合わせてますの
で、標準レベルからハイレベルまでの学力の習得を目標に指導しています。」
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Ｑ５ 「学習科目は自由に選べるのですか？
１科目だけでもよいのですか？」
Ａ５ 「“大丈夫”です。中学全学年、１科目から５科目まで、
自由に選択することができます。但し、学年によって開
講している曜日が異なります。予めご確認願います。（Ｐ
8 参照）

Ｑ６ 「中学１・２年生は国語・理科・社会３科目をセットで選択できるそうですが、ほんとに
全部できるのでしょうか？」
Ａ６ 「正直なところ、たいへん難しいです！ですから、前述（P8 参照）のとおり、学習意欲
が著しく高い中学生のみに限らせて頂いております。前回の中学校の教科書改訂に
より、学校授業のスピードが速くなり、かつ定期試験の難易度が高くなっておりま
す。そういった現状に対応するためには、宿題量が中 3 生並みの量になります。この
コースを選択するには、それに耐えられるだけのヤル気と一定の学力が必要だとい
えます。まずは、国・理・社の中から 1 科目選ぶ選択をお勧めします。」

Ｑ７ 「いつでも選択科目を増やしたり減らしたりできるのですか？」
Ａ７ 「できます。選択科目は、年間随時、変更可能です。別添「変更届」に必要事項
をご記入の上、ご提出ください。」

Ｑ８ 「内申書対策もバッチリだそうですが、どのような対策なのでし
ょうか？」
Ａ８「内申書というのは、高校入試において、受験生一人ひとりにつ
いて各中学校から受験校に送られるいわゆる調査書と呼ばれ
るものです。調査書は概ね１～３年次の通知簿をもとに作成さ
れるものですから、普段の学校生活と学習成績が反映されま
す。KEC では年間３回の三者面談会を通じて、学校生活の詳
細な見直しと、成績向上のためのモチベーション付けを行って
います。また、資格試験取得のためのカリキュラムも万全で、
全塾生が卒業時までに英検準２級、漢検準２級を取得するこ
とを目標としています。」
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Ｑ９ 「学校の部活動が終わるのが遅くて、午後 7 時 30 分
までに入室できないのですが…」
Ａ９ 「ＫＥＣの通常授業は一斉授業ではありませんから、
午後 7 時 30 分以降でも入室時刻から個別指導が始
まります。但し、午後１０時にはすべての指導が終了し
ますので、早めの入室をお願いしています。」

Ｑ１０ 「学校授業の進度とは異なるカリキュラムなのですか？」
Ａ１０ 「中１・２生は、学校よりも“ちょっと先”の単元を学習します。但し、生徒の意欲
や能力に応じて教科書レベル以上の発展学習を行ったり、学校の復習をメイン
としたり、様々なご要望におこたえしています。中３生は受験教材の指導をメイ
ンにしつつ、各中学校の定期試験日程に合わせて準拠内容の学習も並行して
行います。個人個人に柔軟に対応できるのが個別指導の利点です。」

Ｑ１１ 「ＫＥＣの授業は何を使って学習するのです
か？」
Ａ１１ 「１年間で各科目、中１・２生は 2～3 冊、中３
生は 3～4 冊の専用テキストを用いて、個別
指導を行っています。中１・２生は教科書準拠
テキストを中心に、中３生は準拠テキストと受
験対策テキストを並行して指導しています。テ
キストが終了すれば、随時補充プリントを配
布していきます。」

Ｑ１２ 「ＫＥＣの講習会は普段と授業とは違いますか？」
Ａ１２ 「夏休みは基礎学力育成、冬休みは実戦対策または実力テ
スト対策、春休みは学年総まとめおよび進級準備というよう
に、学校が休業の間は、塾生全員が共通の学習目標に向か
って切磋琢磨しなければならない時期だとＫＥＣは考えてい
ます。したがって、ＫＥＣの各講習会は普段の個別指導に加
え学年や科目によっては講義などもあります。塾生の学習内
容の理解と定着をしっかりフォローしていきます。」
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Ｑ１３ 「たくさんテスト勉強したいので、塾で何か対策プリントをもらえますか？」
Ａ１３ 「テスト２週間前から、５科目全て含む試験対策テキストやプリント教材を、選
択科目にかかわらず塾生全員に配布しています。意欲のある人には、希望に
応じてさらにプリントを配布しています。また、定期試験直前には各中学校の
試験範囲に応じて、実技科目対策プリントも用意します。」

Ｑ１４ 「試験直前にわからないところをもう一度、教えても
らえるのですか？」
Ａ１４ 「安心して下さい。ＫＥＣは、塾生にテストへの不安
を解消してもらうためのフォローアップシステムを完
備しています。テスト直前には“定期対策ゼミ”があ
りますから、自信を持ってテストに臨めるはずで
す。」

Ｑ１５ 「来春父が転勤する予定で、県外の高校を受験することになるのですが…」
Ａ１５ 「ＫＥＣは、個別指導ですのであらゆる受験対策学習に対応できます。県外受
験が確定している生徒には、志望校判定テストによる偏差値データに基づい
て、県外志望校の受験対策を行いますからご安心ください。」

Ｑ１６ 「友達がＫＥＣにいるので入塾したいのです
が、一緒のクラスに入れますか？」
Ａ１６ 「クラス編成はありませんので、互いに競い
合い励まし合いながら学習できます。

Ｑ１７「ＫＥＣに入るには、入塾テストなど何かテストがあるのですか？」
Ａ１７ 「ありません。但し、“ヤル気のない子”はお断りいたしております。ＫＥＣのカリ
キュラムは、自ら学習に取り組もうとする前向きな子向きです。ＫＥＣへ行けば
ヤル気が出るだろうという心構えの中学生には向いておりません。
また、各学年各クラスともに定員が定められておりますので、定員に達し次第、
募集を中止する場合もございます。予めご容赦ください。」

ＫＥＣではさまざまなご質問・ご相談におこたえしています。お気軽にお問い合わせください。
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講習会

特別授業

夏期特別講習 - Summer Seminar ① 総点検 ＆ 弱点補強 … 『復習』
・基礎学力の徹底習熟と、応用学力の習得を目指します。

中１・２

② 先取学習 … 『予習』
先取学習により、９月期の学習生活の円滑なスタートを目指します。

学習内容

③ テスト対策 … 『試験対策』
夏休み明けに実施される定期または実力テストの対策を行います。

《中３夏期講習 ５科指導内容》
英語 … 単語、英文法、リスニング、長文読解、英作文
数学 … 計算、文章題、証明問題、関数題、図形題

中 ３

国語 … 漢字語句、文法・表現技法、文章読解、読書作文・条件作文
理科 … 物理･化学･生物･地学 ４分野の総まとめ、論述問題指導

学習内容

社会 … 地理･歴史･公民 ３分野の総まとめ、論述問題指導

『日本漢字能力検定』受験
夏期
イベント

対象：全受講生

自分の努力がそのまま結果につながる漢検は、長い夏休みの学習
モチベーションづくりに最適であると考えています。
ＫＥＣは「漢検」の準会場資格を有し、夏期特別講習のカリキュラム
の一環として、漢検の受験を原則として全員必修としています。

ＫＥＣ夏期特別講習 【募集要項】（予定）
◎受講期間

中３

全２０日間

中１･２ 全１２日間

◎授業時間

中３ １日 8 時間（10：00～18：00）

◎指導科目

英･数･国･理･社

◎講習費

中学部 「学費納入規定」参照
なお、漢検受験者は検定料が必要

◎募集期間

７/1～ ７/23
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中１･２ １日３時間（19：00～22：00）

冬期特別講習 - Winter Seminar ① 要点総整理 ＆ 定着演習

… 『復習』

・前期内容の重要ポイントのまとめ上げを目指します。
・後期内容の反復演習を通じて、学力の定着を目指します。

中１・２

② 先取学習

… 『予習』

先取学習により、1 月期学習生活の円滑なスタートを目指します。

学習目標

③ 実力テスト対策

…『試験対策』

1 月～２月に実施される定期試験や実力テストの対策を行います。

①実戦力完成講座
入試レベルのテスト演習を通じて、実戦的学力の完成を目指します。

中 ３

②統一テスト対策講座
１月に実施される統一テストに向けて、解説授業を行います。

学習目標

① 『正月 5 科目コンペ』
冬期
イベント

対象：中 3 全受講生

入試が近づいてくるこの時期に、ともすると軽視しがちな「基礎学力」
の 5 科目最終チェックをコンペとして行っています。出題問題はその
まま受験まで参考書となるくらいの頻出問題ばかりです。

② 『英単語選手権』

対象：中 1･中 2 全受講生

中 1･2 生の単語力の拡充のために英単語選手権を行っています。本
選手権では、教科書履修単語を出題しますので、１月に行われる英
検に向けて何よりの対策学習となります。

ＫＥＣ冬期特別講習 【募集要項】
◎受講期間

中３

全８日間

中１･２ 全６日間

◎授業時間

中３ １日８時間（10：00～18：00）

◎指導科目

英･数･国･理･社

◎講習費

中学部 「学費納入規定」参照

◎募集期間

12/1 ～ 12/21
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中１･２ １日３時間（19：00～22：00）

春期特別講習 - Spring Seminar ① 中学校 5 科学習ガイダンス
中学校で履修する英数国理社の学習内容と学習方法を紹介します

新中１

② 中学校 生活ガイダンス
部活動の内容や中学校の学校行事などを紹介します。

学習内容

③ 高校入試ガイダンス
石川県の公立･私立高校入試の内容や動向を紹介します。

① 要点総整理 ＆ 定着演習 … 『総復習』
・中 1 内容の重要ポイントの総まとめ授業を行います。

新中２
学習内容

・1 月～３月期内容の反復演習を通じて、学力の定着を目指します。

② 先取学習

… 『予習』

2 年内容の予習により、新学期学習生活の円滑なスタートを目指します。

① 要点総整理 ＆ 定着演習 … 『総復習』
・中２内容の重要ポイントの総まとめ授業を行います。
・1 月～3 月期内容の反復演習を通じて、学力の定着を目指します。

新中３

② 先取学習

… 『予習』

３年内容の予習により、新学期学習生活の円滑なスタートを目指します。

学習内容

③ 入試速報 ＆ 入試傾向ガイダンス
3 月に実施された公立高校の入試問題を扱いながら、受験までの
1 年間の学習計画を紹介します。

ＫＥＣ春期特別講習 【募集要項】
◎受講期間

新中１～３

◎授業時間

新中１・２･３

◎指導科目

全 5 日間
１日 2 時間 （19：00～21：00）

英･数･国･理･社・国

◎講習費

中学部 「学費納入規定」参照

◎募集期間

2020・3/1 ～3/23
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特別ゼミ

特別授業
定期試験対策ゼミ

５月・６月・１０月・１１月・２月

KEC 中学部では、各中学校の定期試験直前の週末に定期対策ゼミを開講して、全塾生
のテスト対策をサポートしています。通塾回数や選択科目に関わらず、5 教科試験対策プリ
ントや実技プリントを配布しています。また、学校使用ワークの学習や質問も可能です。

定期試験対策ゼミ

― 塾生のみ（公募なし） ―

◎対象

塾生 （塾外生のともだち招待可。但し、要予約）

◎受講期間

1 日間（5 月、6 月、10 月、11 月、2 月の定期試験直前）

◎授業時間

１日 4 時間程度（時間帯は未定）

◎指導科目

英語・数学・国語・理科・社会 自習形式

◎講習費

無料

英検面接ゼミ

７月・１１月・２月

ＫＥＣ中学部では英語指導の一環として、英語選択者の英検（日本英語技能検定）取得を
必須カリキュラムとしています。本ゼミは各学年の英検合格を目指して、3 級以上の二次面
接試験対策を行います（一次筆記試験対策は、英語通常授業時間内に行います）。なお、
ＫＥＣは英検準試験会場の資格を有しておりますので、一次試験の自塾受験が可能です。

ＫＥＣ英検面接ゼミ

― 塾生のみ（公募なし） ―

◎対象

塾生で英検 3 級以上の筆記試験合格者

◎受講期間

1 日間（7 月、11 月、2 月の 2 次試験直前）

◎授業時間

各級

１日２時間程度（時間帯は未定）

◎指導科目

英語（英検面接対策）

一斉授業＆面接実戦練習

◎講習費

中学部 「学費納入規定」参照
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統一テスト対策ゼミ

１１月

金沢市の全中学生が受験する「金沢市統一テスト」の対策カリキュラムの一環として行われ
る特別授業です。例年市内平均点が最も低い数学を集中的に学習する即戦ゼミです。過去
問題集や類題集を用いて、統一テストの出題傾向を踏まえた対策授業を行っております。

ＫＥＣ統一テスト対策ゼミ【募集要項】
◎対象

中３ 塾生および塾外生

◎受講期間

１日間（10 月下旬～）

◎授業時間

５時間（時間帯は未定）

◎指導科目

一斉授業

◎講習費

中学部 「学費納入規定」参照

正月特訓講座

お正月

冬期講習の休暇中に行われる受験生特別授業です。本講座には以下の４つの特長があります。
１ オーダーメイドシステム … 学習科目・難易度・学習量を生徒の要望に対応
２ 集中個別指導 … ２日間で１２時間の個別指導で個々の質問に対応
３ 入試シミュレーション（希望者） … 国立・私立志望校に不安を持つ生徒に対応
４ 合格必勝祈願(希望者) … お祓いを受けた後、合格祈願絵馬をプレゼント

ＫＥＣ正月特訓講座 【募集要項】
◎対象

中３

塾生 および 塾外生

◎受講期間

全２日間

◎授業時間

１日６時間（時間帯は未定）

◎指導科目

英･数･国･理･社のうち希望する科目

◎講習費

中学部 「学費納入規定」参照

◎募集期間

12/1 ～ 12/29
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個別指導

公立入試直前対策ゼミ

３月

中学３年間の総決算ともいうべき、石川県公立高校の入試直前に開講する受験生特別対策ゼミで
す。初日は公立入試予想講座を別会場を用いて、大々的に開講します。また、2 回目以降ゼミで用い
る「入試模擬テスト」は、入試を１週間後に控えた受験生にとって、何よりの練習教材となります。また、
入試 2 日目に実施される「面接試験」の原稿作成や練習なども行います。受験生に贈る、ＫＥＣ中学部
最後の特別ゼミです。

ＫＥＣ公立入試直前対策ゼミ 【募集要項】
◎対象

中３ 塾生

◎受講期間

全５日間

◎授業時間

１日３時間～６時間

◎指導科目

英･数･国･理･社・

◎講習費

中学部 「学費納入規定」参照

◎募集期間

2/1 ～ 2/28

高校入学準備ゼミ

３月

公立入試を終えてから仮入学までの 2 週間、一休みさせてあげたいところですが、KEC 高校部では
すぐに「大学入試」へ向けて始動します。
高校入学準備ゼミでは、高校 1 年次で履修する「数学Ⅰ」「英語Ⅰ」の先取り学習をスタートします。
進学先によっては、春休み期間中の課題として、高校内容の予習が課されます。KEC ではその課題理
解の補助や大学入試への取り組み方などを伝授するために、新高校 1 年生に向けた入学準備ゼミを
開講しております。

ＫＥＣ高校入学準備ゼミ 【募集要項】
◎対象

中３ 塾生希望者

◎受講期間

全 5 日間

◎授業時間

１日２時間（時間帯は未定）

◎指導科目

英語Ⅰ･数学Ⅰ

◎講習費

中学部 「学費納入規定」参照

◎募集期間

2/1 ～ 2/28

個別指導
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注意事項

通塾について

「駐輪場遵守」および「施錠徹底」のお願い
至

（１）自転車通塾する塾生は、
平
和
自転車を所定駐輪場（右図）に
町
駐輪すること。
なお、駐輪場のスロープおよび KEC

駐輪場はココ！

入口付近には駐輪しないこと。
（２）駐輪する際は、周囲の迷惑に
ならないように気をつけること。
（３）必ず施錠をすること。
なお、駐輪場での盗難等の
トラブルについては、KEC では一切
関知しません。予めご了承ください。

ローソ
ン入口
1F ローソン
２F KEC
KEC 入口

至総合体育館

暴風雨・大雪等 不測の事態について
１ 生徒が来塾前に「暴風雨警報」・「大雨洪水警報」・「大雪風雪警報」等が
発令されたとき
（１） 始業 2 時間前までに警報が解除されないときは、その日の授業を
中止（休講）とします。
（２） 交通機関の故障、道路･橋の破損等で、来塾が危険な場合には、
来塾に及びません。
２ 生徒が来塾後に、「暴風雨警報」等が発令されたとき、又は不測の事態が
生じた場合は、先生の指示に従ってください。
３ 上記１・２の場合、原則として振替授業
（代講）は致しません。予めご了承ください。
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各種試験

試験日程

実用英語技能検定（英検）
英検 3 級以上取得者には高校受験のみならず大学受験においても、合否判定の際の優遇措置が
とられる学校が全国的に増加しています。また、公立高校の推薦入試や一般入試においても、内申
書評価 UP の一要因となります。したがって、ＫＥＣでは英検取得を英語学習の一つの目標としてとら
え、塾生の英語に対する取り組みへの動機付けの一つとしています。なお、通常授業において、英
語選択者は英検取得が必須カリキュラムです（英語を選択していなくても受験は可能です）。
ＫＥＣは英検の全国準試験会場ですから一次試験はＫＥＣにて実施します。

【英検 実施予定】
◎２級～５級

（一次筆記試験） 第１回 ６月 第２回 １０月 第３回 １月

◎２級～３級

（二次面接試験） 第１回 ７月 第２回 １１月 第３回 ２月

日本漢字能力検定（漢検）
英検とならび漢検取得者にも 受験において合否判定の際の優遇措置がとられる高校や大学が
全国的に増加しています。ＫＥＣでは塾生の語彙力伸長を図るため、年間 3 回の漢検受験を実施し
ています。ＫＥＣは漢検の全国準試験会場ですから試験はＫＥＣにて実施します。

【漢検 実施予定】
◎２級～5 級

・第２回 ８月（塾生全員）

中１・２ 学力分析診断テスト
塾生の日常の学習を客観的に評価するための実力試験です。全国規模で処理されたデータに基
づき、学力診断･到達度判定･学習指針を提供しています。

【学力分析診断テスト 実施予定】
◎中１・２ 生

年 4 回 （７月･８月・１２月・３月）
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中３ 石川県総合模試
KEC では県下最大の模試である「石川県総合模試」の団体受験塾です。この模試の志望校判定
は、県内で最も高い精度を誇ります。また、県下の私立高校や公会場などで実施される公開模擬試
験ですから、入試本番さながらの雰囲気を実感できます。
（主催事務局） 石川県総合模試事務局
〒920-0961 金沢市香林坊 2-5-1
E-mail

TEL 076-260-3535

moshi@bunka-c.hokkoku.co.jp

【石川県総合模試 実施予定】
中３生

年間 8 回 （７月･８月・９月・１０月･１１月・１２月・１月・２月）

中３ 正月５科目コンペ
受験に最低限必要な基礎知識を競うコンテストです。問題演習にとられる時間が多くなる１月～３
月期においては、本コンペが基礎学力の見なおしができる最後のチャンスとあって、例年受験生は
必死で暗記に取り組んでいます。

【正月５科目コンペ 実施予定】

１月 （冬期特別講習期間内）
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ＫＥＣ中学部

各種情報

サポートシステム

KEC ホームページ＆塾長ブログ
ＫＥＣのホームページでは通常授業や特別ゼミの告知や募集が更新されていますのでご確認くだ
さい。また、塾長ブログ「ハルノート」も大人気更新中！1 日最高 4000 アクセス！！
塾長ブログ URL http://kecjuku.jugem.jp/

KECHP URL http://kecjuku.com/

三者個別面談会
ＫＥＣは、塾生本人は言うに及ばず保護者の皆様との意思の疎通を大切にしており、中学部塾生
全員を対象に年３回の三者個別面談会を実施しています。
三者面談会では、学期成績や学習状況をコンピュータ処理した学習資料や学習報告書、ＫＥＣが
独自で作成した入試資料などを用いて、塾生の「学校 ⇒ 家庭 ⇒ ＫＥＣ」の３つの学習現場での
学習状況を分析します。また、保護者の皆様からは塾生の家庭学習、生活習慣などのご意見･ご感
想をお聞きして、塾生の現状や今後の指針を検討しています。

【三者個別面談会 実施予定】
◎中３生

年２回 （７月 ・ １２月）

◎中１･２生

年３回 （７月 ・ １２月 ・ ３月）

上記実施予定以外でも年間を通して随時、個人面談または保護者面談を受け付けております。
お電話による面談予約が必要ですが、ご質問・ご相談がありましたら、塾長までお気軽にお問い
合わせ下さい。

個人学習成績表

三者面談時に配布

ＫＥＣでは塾生の定期試験・実力試験・全国模試・総合模試など、すべての試験成績をコンピュータ
処理しています。三者面談時においてご報告し、塾生全員に個々の学習指針や志望校を決定する
客観的資料として、活用いただいております。
また、全国模試･総合模試については、個々の志望校判定および各単元の学習到達度が明確に判
断できるデータ表も添付しております。
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小学部・中学部・高校部共通

入塾手続き

ＫＥＣでは受講生の募集を年間を通じて行っております。
詳細は下記までお問い合わせください。

Ⅰ 入塾方法

TEL

Ⅱ 事務規定

0120（38）2058

お問い合わせ受付時間（土・日・祝日除く）
１３：００～２２：００ ※16：00 以降が確実です
（学習相談については 076（244）2058 までお電話下さい）

Ⅰ 入塾方法
①お問い合わせ

お電話 または ご来社

・KEC の指導方法、教育システム等についてお答えします。
・ご質問、ご不明な点などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
・三者面談や無料体験学習をご希望の方は予約を承ります。

②無料体験学習
●体験学習を希望される方へ
「体験学習申込書」をご提出いただきます。個別指導の体験学習は最大４回
まで受講が可能で、無料です（ただし、１教科につき１回）。
また申込時に受験予定日をご確認ください。

③契約

コース・科目・曜日決定
・入塾約款に定める「入塾契約書」を取り交わしていただきます。
・提出書類については、次頁「事務規定２－１、２－２」をご参照ください。
・契約時に、生徒の受講コース・選択科目・通塾曜日を決定し、学費の
納入方法と納入期日をご案内します。

④受講開始

・受講開始日に使用教材をお渡しします。
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Ⅱ 事務規定
保護者の方は、入塾前に「入塾案内書」・「学費納入規定」・「KEC コンプライアンスプログラム」などの書類を
必ずご確認ください。

１ 入塾資格
KEC の入塾手続に関する書類を確認し、指導内容その他にご理解をいただいた保護者によって許可を得
た小学生、中学生ならびに高校生（高校生は別規定あり）

２ 入塾契約に必要な書類
１ 契約関連書類のご提出
入塾手続には、下記所定の書類提出が必要です（捺印のあるものに限る）。
① 「入塾契約書」
② 「個人情報に関する同意書」 （同意できない場合はお申し出ください）
③ 「銀行口座振替依頼書」 （KEC にご提出ください。銀行では受け付けていません。）
④ 「ＫＥＣ塾生登録ファイル」 （可能な範囲でご記入ください）

２ 成績関連書類のご提出
受講コースやクラス編成、学習指導の参考にさせていただきますので、下記の書類をご提出
ください（すぐにご返却いたします）。
① 「通知表」 （小学部・中学部・高校部）
② 「試験連絡簿」 （中学部）
③ 「定期試験および模擬試験成績」 （高校部）
※①および②に関しては学校から配布され次第ご提出ください。
上記書類のご提出をもって、入塾手続は完了です。

３ 入塾辞退（クーリングオフについて）
入塾契約後に、入塾辞退を希望される場合、契約書交付８日以内であればクーリングオフ制度がご利用
になれます。詳細につきましては、契約書裏面「入塾約款」第７条以下参照のこと。
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さまざまな届出は定型の様式でお願いして

各種届出

おります。下記の注意をよくお読みの上、

手続のてびき

諸手続をお願いいたします。

＜お電話によるお届け＞

受付窓口

TEL 0120（38）2058

１ 欠席・遅刻・早退
① 授業に欠席や遅刻をする場合は、保護者の方が必ずご連絡ください。
その際、生徒の学年・氏名・欠席（遅刻）理由をお伝えください。
② ご連絡のない欠席につきましては、原則としてＫＥＣから確認のお電話はいたしませんので、
予めご了承願います。
③ 授業当日に早退しなければならないご事情がある場合も、保護者の方が必ずご連絡ください。
なお、生徒が授業中に体調を崩すなどして、当塾の判断によって早退させる場合には、
担当講師より速やかにご連絡させていただきます。
④－１ 小学部算数・国語では、振替授業（欠席分を他の曜日に受講する）が可能です。但し、各曜日
クラス定員がございますので振替授業ができない場合もあります。
小学部英語は、クラスレッスンなので振替授業はできません。
④－２ 中学部・高校部では、振替授業を行っておりません。

＜定型書式によるお届け＞
２ 休塾
① 病気・事故等により入院し、１ヵ月以上通塾が不可能なときは、別添「休塾届」に必要事項を
ご記入の上ご提出下さい。この場合、ＫＥＣ塾生としての登録はそのままで休塾扱いとなり、
その期間の授業料・管理設備費は納入の必要はありません。
② 上記の理由以外で１ヵ月以上休塾されるときは、塾長までご連絡ください。
事情により、その期間中の授業料・管理設備費を免除させていただきます。
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３ 退塾
① 事情により退塾されるときは、別添「退塾届」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
② 退塾の届出が当月 19 日までに受理された場合には、翌月の銀行口座振替の停止が可能です。
退塾の届出が当月 20 日以降末日までに受理された場合には、翌月分授業料ならびに諸経費が一旦
自動振替されますが、翌月 20 日以降にご希望の銀行口座に振込によってご返金させていただきます。
予めご了承ください。
③ 「退塾届」をいただいてから、確認のため当塾よりご連絡をさせていただくときがあります。
④ 塾生登録は、退塾届提出後、当月末日までとなります。
⑤ 各学部（小・中・高）卒業時をもって、一旦自動退塾処理となります。
継続受講される場合は、改めて契約書のご記入が必要となります。

４ 住所・電話番号・銀行口座の変更
① 住所・電話番号が変更となる場合には、別添「変更届」に必要事項をご記入の上ご提出下さい。
② 銀行口座が変更となる場合には、すみやかにご連絡ください。再度「預金口座振替依頼書」を
お渡ししますので、必要事項をご記入の上ご提出下さい。
③ 手続きの関係上、授業料が変更後の銀行口座から振替不能だった場合は、現金にてご納入願う
ことになります。月末にはお手持ちの銀行口座にご入金のご確認をお願いいたします。

５ 注意事項
① 各届出用紙は、必ず保護者の方がご記入ください。また保護者印なきものは無効となります。
② 各種届出は、午後１時から午後１０時までの間にお願いします（休塾日を除く）
③ 届出ご提出の際に面談を希望される方は、予め下記窓口までお問い合わせください。

＜KEC 受付窓口＆相談窓口＞
KEC 塾生、保護者、一般消費者などからの KEC および勉強方法、或いは法令などに関しての
意見・質問を受け付けるために、塾内に下記の相談窓口を設置しております。

TEL ０７６－２４４－２０５８
（受付時間：午後１時～午後７時）
担当：藤田繁治（塾長）

KEC

〒９２１－８１１６ 石川県金沢市泉野出町２－７－1 ローソン２F
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