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KEC 高校部 

 

指導ポリシー 難関大学合格を目指す 
KECは開塾以来 30年以上の歴史を重ね、多くの卒業生を送り出してきました。 

そして、平成 22 年春に教室を増設し、入塾生の難関大学合格を実現するために、

「SUPER高校部」を誕生させました。 

KEC高校部は難関大学合格を目指す大学受験生のために日々進化し、サポートし 

ていきます。 

 

KEC高校部 指導システム 

自律・自修できる高校生・受験生のサポート 

「自学自修システム」 ⇒ 学校から自習室へ毎日利用可能 

「PDCA カリキュラム」 ⇒ 学習管理・定期試験後の個人面談 

「定期試験準備週間集中利用」 ⇒ 試験前はいつでも自習可 

「定額月謝」 ⇒ 各学年授業料のみで他の費用はありません  

「夏・冬・春休みも自習室利用」 ⇒ １０：００～２１：３０ オープン 

KEC高校部の指導システムは、自学自修（自習室利用）と個人別学習管理です。 

「やらされる勉強」ではない「やりたい勉強」が、KEC高校部にはあります！ 

募集対象としている高校生 

●金沢大学附属高校生 

●金沢泉丘高校生 

●金沢二水高校生 

●金沢桜丘高校生 

●金沢錦丘高校生 

●金沢 S・特進・進学コース 

●星稜 A・B コース 

KEC高校部 塾生募集要項 

夢に向かって真摯に努力

する高校生を歓迎します！ 

「自律・自修」 
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“KEC自修システム” －学校帰りに通う塾― 

 自修（自習）は、高校生の学習生活の中で最も重要な時間です。その質を高めることが志

望大学合格への必須条件です。KEC 高校部では、塾生のために 365 日使える自習室を完

備しています。また、KECの“自修”は、学校指導を尊重し、学校配布教材を使用します。 

 しかしながら、漫然と、勉強のための勉強をやっているようではダメ！必ず“目標”“目的”

を意識しながら、自習してください。“目標”を強く意識しながら、眠気と闘い、難問に頭悩ま

せ、課題の多さに苦しんでみてください。 

 高校入学時から大学入試までは約 1000 日間あります。この 1000 日間の苦行を経た先に

みなさんの希望が見えます。これこそが「自修」です。 

KEC“自修心得” 

一、目標（志望校・職業）を定め、今すぐ受験勉強を！ 

…目標が決まると自ずとやるべきことが決まり、受験勉強のスタートがきれます。 

一、学校カリキュラム（授業の予習・復習、長期休暇課題）を完遂！ 

…ほぼ毎日受ける学校授業は貴重な時間ですから、学校授業の理解を最優先します。 

一、学校進度（授業の宿題）に遅れない！ 

…授業で進んだところのテキスト宿題はその日のうちにやるのがベストです。 

一、学校の小テストは「完璧」を目指す！ 

…範囲の決まっている小テストで満点を獲れずして、成功はありません。 

一、試験（定期・実テ・模試）の解き直しを徹底！ 

…長期休暇中に前学期に受けた試験の解き直し・見直し・振り返りを必ずやります。 

一、自ら選んだ学習計画を完遂！ 

…学校指導を尊重し塾生と相談しながら、KECは計画を立てます。 

一、学習記録を毎日必ずつける！  

…日々どれだけ勉強できたかを確認し、今日の反省と明日の予定を立てます。 

高校生のみなさん、毎日 KECで学習することができます。 

様々な誘惑を断ち切り、目標達成のための時間を確保するために、KEC高校部はあります！ 
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KEC PDCA System 

Plan 計画 
● 毎月あるいは定期試験前後の個別面談により、学年・志

望校・試験状況に応じて、本人と相談しながら学習計画を

確認します。 

…使用テキスト・学習頻度・学習範囲 等 

Do   実行 
● 塾生は学習計画に従って学習を進め、日々の学習予定を

実践していきます。 

…使用テキストの学習時間・ページ 等 

Check評価 
● 学習が計画通りに学習が進んでいるかチェックします。 

…定期試験の準備等が順調かどうかを評価します。 

Act  改善 
学習習慣の自己評価により、計画の継続・変更を検討しま

す。 

…学習環境・学校行事・難易度・志望校などの客観視 等 

 

KECでの学習習慣 

毎日勉強が続けられる

ようになるために、勉強

したらすぐ記録するクセ

をつけることが最も重要

です。 
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提携機関 
学びエイド 日本最強の“講義動画プラットフォーム” 

 KEC高校部は「自学・自修・自律」を塾是としていますが、時として一流の師と「出会い・

学び・育つ」こともとても大事なことです。 

 大学入試はいうまでもなく「全国大会」です。金沢の地のみで戦うのではなく、全国の受

験生との戦いです。全塾生には、そんな全国のライバルたちを指導し尊敬を集める、トッ

ププロ講師の存在もぜひ知っておいてほしいと思っています。その貴重な機会を得るた

めのプラットフォームが「学びエイド」なのです。 

「学びエイド」では、会員登録するだけで、国内選りすぐりの、トップ予備校講師の動画

講義を視聴することができます。しかも、登録トッププロ講義すべて見放題です。 

学びエイド ５つの特長 

1 ローコスト・ハイクオリティ 全国トッププロ講義が月額¥3,000…あり得ません！ 

2 講師・講義を自ら選べる 多数のプロ講師・講義が、キミにベストマッチな講義を提供！ 

3 5分の動画講義 学びエイドはスッキリしている。充実した学習と集中力の持続が両立！ 

4 集中力重視 講師の顔は見えません。でも、動画講義は板書と解説に集中すべきだよね！ 

5 学習状況の管理 KECは学びエイドも管理。キミの学習状況も全て把握しているよ！ 

 

※「学びエイド」は PCはもちろん、お手持ちのスマートフォンやタブレットにも対応。端末代金等の初期費用はありません。 

● 講義科目 英数国理社 5科目全対応 国理社もリカバー 

● 対象 高 1～高 3 全学年対応  高 1から受験を意識 

●  
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小学部・中学部・高校部共通 

 

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。 

TEL  0120（244）2058 

 

お問い合わせ受付時間（土・日・祝日除く） 

午後１：００～１０：００ 

 

 

入塾手続き 

Ⅰ 入塾方法 

Ⅱ 事務規定 

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申し込み  無料体験学習 または 仮入塾申込 

 

 

●無料体験学習を希望される方 

  「無料体験学習申込書」をご提出いただきます。なお、無料体験学習は 

  最大３回まで受講が可能です（ただし、１教科につき１回）。 

●即入塾を希望される方 

  「仮入塾申込書」をご提出いただきます。 

※KECでは小中高を問わず入塾の検討をいただいている保護者・お子さまには、 

「無料体験学習」をお勧めしております。 

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。 
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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 

 

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） 

⑤ 「履修届」（中学部・高校部のみ） 

 

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）。 

②  「通知表」 （小学部・中学部・高校部） 

② 「成績連絡簿」 （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。 

 



 8 

  

 

 

 
 

＜お電話によるお届け＞ 受付窓口  TEL ０７６（２４４）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。 

さまざまな届出は定型の様式でお願いして

おります。下記の注意をよくお読みの上、

諸手続をお願いいたします。 

 

各種届出 

手続のてびき 
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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。 

 

 

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＞ 

欠席や遅刻などのご連絡またはご不明な点、ご質問は下記までお問い合わせください。 

また、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２－７－９－勝木書店２F 

 

 

 

ルール 
注意事項 
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２０２２年度 ＫＥＣ高校部 学費納入規定 

１  納入方法 および 納入期日 

①学費は、銀行口座自動振替にて納入となります。 

②銀行口座振替の実施月は別紙「銀行口座振替月 一覧表」をご参照ください。 

③学費の納入期日は毎月月初となります。今年度の当月分学費の銀行自動振替日は下表のとおりです。 なお、提携

金融機関、提携外金融機関は振替日および振替手数料が異なります。予めご了承ください。 

《2022年度口座振替日  一覧表》 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

提携金融機関 4/１ 5/2 6/3 7/1 8/1 9/1 10/3 11/1 12/1 1/4 2/1 3/1 

提携外金融機関 4/2 5/6 6/3 7/4 8/2 9/2 10/3 11/2 12/2 1/4 2/2 3/2 

※上記振替日までに、銀行口座にご入金をお願いします。 

《銀行自動振替 金融機関一覧表》 

提携金融機関 提携外金融機関 

銀行 北國銀行 

銀行 

みずほ銀行 

信用金庫 

金沢信用金庫 東京三菱 UFJ銀行 

のと共栄信用金庫 北陸銀行 

北陸信用金庫 富山銀行 

鶴来信用金庫 福井銀行 

興能信用金庫 富山第一銀行 

信用組合 金沢中央信用組合 福邦銀行 

労働金庫 北陸労働金庫 

信用金庫 

富山信用金庫 

協同組合 農協（JA） 高岡信用金庫 

 砺波信用金庫 

石動信用金庫 

福井信用金庫 

敦賀信用金庫 

小浜信用金庫 

越前信用金庫 

協同組合 
富山県信用漁協 

石川県信用漁協 

郵便局 ゆうちょ銀行 

       ※注意  毎月振替手数料が付加されます。 

              提携金融機関 110円 提携外金融機関 165円 

 

④上記振替日に振替不能の場合は、提携金融機関については、毎月 10日に再振替があります。 

 なお、提携外金融機関は再振替がありません。 

 提携金融機関ご利用で再振替も不能であった方、または、提携外金融機関ご利用で月初の振替 

 が不能であった方は、確認のうえ、当月 20日以降に請求いたします。 
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２ 入塾金 の取扱と 入塾金免除 

①一度入塾金を納入し、ＫＥＣ高校部の授業を継続受講している生徒については、次学年への進

級・進学の際、入塾金は必要ありません。 

②一度入塾金を納入した生徒が休塾または退塾した後、再度入塾する際には入塾金は必要ありま

せん。 

③入塾する生徒の兄弟姉妹が、ＫＥＣ小学部、中学部、高校部に現在も在籍している場合、入塾金

は必要ありません（入塾金免除）。 

３ 授業料における兄弟姉妹割引制度 

①通常授業料割引 

入塾する生徒の兄弟姉妹が、ＫＥＣ小学部、中学部、高校部に現在も在籍している 

場合、授業料が一人当り１割引となります。（継続生の割引との併用不可） 

４ 中途解約（退塾）における授業料ならびに諸費返却について 

①月次途中で退塾する生徒の月謝ならびに諸経費の取扱は、別紙「入会契約書裏面 第１０条（中

途解約）」に基づき処理させていただきます。 

②退塾の届出が当月 19日までに受理された場合は、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～末日までに受理された場合は、翌月分月謝ならびに諸経費が 

一旦自動振替されますが、退塾届受理日より 30日以内にお手持ちの銀行口座へ振込により 

ご返金差し上げます。予めご了承下さい。 

５  契約更新 

①ＫＥＣにおける学習指導の契約更新の取扱は、別紙「入塾契約書裏面 第６条（学習指導期間と

契約期間）」をご参照ください。なお、契約更新時に派生する費用は一切ありません。 

②高校 3年生は、２月いっぱいで自動退会となります。 

（１） 入塾金   全学年共通 15,000円 （中学部からの継続生は免除） 

（２） 月謝 ＊8月・１２月・３月の月謝は講習費用を含みます 

1年：１２０００円（税込：13200円） 

８月分月謝：30000円 １２月分月謝：25000円 ３月分月謝：２００００円 

2年：１５０００円（税込：16500円）  

８月分月謝：33000円 １２月分月謝：28000円 ３月分月謝：２3０００円 

3年：１８０００円（税込：19800円） 

８月分月謝：22000円 １２月分月謝：22000円  

夏期冷房日：1000円（7・8・9月） 冬期暖房費：1000円（12・1・2月） 

7・89月 

（３） 冷暖房費 全学年共通 １０００円 

  冷房費 7・8・9各月 暖房費 12・1・2各月 

2022年度 KEC高校部 月謝・諸経費 


