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お申込み締め切り日:
全ての場合 ３月13日（日）
（変更/キャンセルも3/13が締め切りです）

お申し込みはWEB入力になります。
ウェブサイト公開は２月25日（金）13:00予定です。
教室の定員がありますので、
全て先着順の受付とさせていただきます。
お申込サイトはこちらのQRコードからお入りください。

春期講習会にも個別指導期間があります。
講習会中は日本人学校の生徒さんも受け付けます。
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ターム１（個別指導:通常授業あり）3/15（火）-3/18（金）
ターム２（個別指導:通常授業あり） 3/22（火）-3/25（金）

春期休校 3/26（土）-4/4（月）
ターム3（グループレッスン） 4/5（火）-4/8（金）

ターム４（個別指導:通常授業あり） 4/12（火）-4/15（金）

春期講習会は、1月末スタートの新学年内容を速習/復習するため設けられた講座です。
新学年の学習ペースを確実にし、新学年途中から入塾される方にも適しています。
「早稲田アカデミー・インター校」の春期講習会は以下のような特徴があります。
①対象学年は小学1年生～高校３年生で、季節講習会は日本人学校の生徒さんも受講可能です。
②基本的に教室のキャパシティに合わせZOOM併用による対面型授業を提供します。

申し込みは全てオンラインによる先着順で、キャンセル待ちなどはございません。
ZOOM（遠隔授業）希望でも、教室での対面授業の場合でも値段は変わりませんが、
授業は、教室にお越し頂く生徒さんを優先させていただきます。
12歳以下のワクチン未接種の方は、モール入館時にIDによる年齢確認が必要です。
13歳以上のワクチン未接種の方は、モールに入館できないため、ZOOMでご受講下さい。

③１コマ8０分（個別指導は1コマ70分）で、4日間日間完成のプログラムです。
④小３以上の学年は、国算（数）どちらかの単科受講も可能です。
⑤グループレッスンでは、病欠などでご欠席の場合は、ネット障害等がない限り

後日録画を配信する予定です。個別指導は講師1人:生徒2人のため録画配信はございません。
⑥昨今の情勢を踏まえ、当局の指導により万一教室での対面授業が出来ない場合は、

全てZOOMによるオンライン授業に切り替え、塾バス代は課金いたしません。
⑦朝9:00-夜18:30まで開館しています。講習会中の自習は、

教室の余裕がないため、受験学年以外は受け付けることができませんのでご了承ください。
⑧講習会のみご参加の生徒さんは、入塾テストや親子面談は必要ありません。

講習会にお申込み頂き、２週間以内に（4/29まで）ご入塾手続きをされた方は、
入学金250ドルが免除になる特典がございます。
通常授業からのご入塾をご検討されている方は、テストとご面談が必要です。

⑨ご参加されない方は、講習会テキストだけご購入いただくこともできます。
⑩居残りやご父母の待機ができませんので、授業後は速やかにお帰り頂きます。

待合室が使えないため、お迎えの方は恐れ入りますが、授業終了時にお越しください。



個別指導の期間は、通常授業がございますので、
塾生の方はお忘れなく通常授業にもご出席ください。

*3/26（土）-4/4（月）の期間は、春期休校です。
4月度の通常授業開始は、4月11日（月）からとなります。

学年/ターム
3/15（火）-3/18（金） 3/22（火）-3/25（金） 4/5（火）-4/8（金） 4/12（火）-4/15（金）

ターム１（個別指導） ターム2（個別指導） ターム3（グループレッスン） ターム4（個別指導）

小１スーパーキッズ X 〇 9:30-10:50 国算 〇

小２スーパーキッズ X 〇 9:30-10:50 国算 〇

小３ジュニア 〇 〇 13:10-14:30 国算 〇

小４受験/ライト合同 〇 〇 13:10-14:30 国算 〇

小５受験/ライト合同 〇 〇 9:30-12:40 国算 〇

小６受験科 〇 〇 9:30-14:30 国算 〇

小６ライト 〇 〇 9:30-12:40 国算 〇

中１コース 〇 〇 15:00-18:10 国数 〇

中２コース 〇 〇 15:00-18:10 国数 〇

中３コース 〇 〇 15:00-18:10 国数 〇

G9数学 〇 〇 11:20-12:40 ×

G10数学 〇 〇 13:10-14:30 ×

G11-12IB数学 〇 〇 16:50-18:10 ×

IB日本語（ACS)
グループレッスン

〇 X X
15:00-16:20

IB日本語（UWC) X 〇 15:00-16:20 〇

小5-6年英語
（エッセイ） X X 15:00-16:20 英語 X

中1-2英語（文法） X X 13:10-14:30 英語 X

中３英語（入試演習） X X 11:20-12:40 英語 X

TOEFL iBT 
Speaking X X 9:30-10:50 英語 X

個別指導1:2 英語 X X 16:50-18:10 英語 X



・個別指導は、講師1名に対し生徒2名までの形で、70分の授業を４コマセットで行ないます。
・個別指導は、講師1人生徒2人のためお休みの場合に録画送信や補習を行うことができません。

また、兄弟割引の対象とはなりませんのでご了承下さい。
・期間は、ターム1-2，4の13:30-14:40までと15:00-16:10までが選べます。
・個別指導期間は通常授業がございますので、塾生の方はスケジュールにご注意下さい。
・対象学年は、小１から中３までの国算（中学生は数学）と、

高校生数学、IB日本語を受講したい高校生です。英語の個別指導はターム３にあります。
・春期講習会のカリキュラムを進める場合は、別途テキスト代がかかりますので、

費用欄のテキスト代のところをご覧下さい。
・テキストを持ち込みで学びたい方は、事前に講師にもお見せ下さい。一緒に対策を考えます。

13:30-14:40（70分）
3/15（火） 3/16（水） 3/17（木） 3/18（金） 3/19（土）

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導 キッズテスト/受験科週例
中３土曜特訓五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
松井 松井 松井 松井

15:00-16:10（70分）*IB日本語は80分
IB日本語（ACS） IB日本語（ACS） IB日本語（ACS） IB日本語（ACS）
*グループレッスン

五十嵐
*グループレッスン

五十嵐
*グループレッスン

五十嵐
*グループレッスン

五十嵐
個別指導 個別指導 個別指導 個別指導

松井 松井 松井 松井

13:30-14:40（70分）
3/22（火） 3/23（水） 3/24（木） 3/25（金） 3/26（土）

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導

春期休校（4/4まで）
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
萩野 萩野 萩野 萩野

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
阿部 阿部 阿部 阿部

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
松井 松井 松井 松井

15:00-16:10（70分）
個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
萩野 萩野 萩野 萩野

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
阿部 阿部 阿部 阿部

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
松井 松井 松井 松井

13:30-14:40（70分）
4/12（火） 4/13（水） 4/14（木） 4/15（金）

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
阿部 阿部 阿部 阿部

個別指導 個別指導 個別指導 個別指導
萩野 萩野 萩野 萩野

15:00-16:10（70分）
個別指導 個別指導 個別指導 個別指導

阿部 阿部 阿部 阿部
個別指導 個別指導 個別指導 個別指導

萩野 萩野 萩野 萩野



開館時間 9:00-18:30
9:30-10:50（80分）

4/5（火） 4/6（水） 4/7（木） 4/8（金） 4/9（土）
小１スーパーキッズ 小１スーパーキッズ 小２スーパーキッズ 小２スーパーキッズ

中学生STDテスト
小学生受験科週例テスト

阿部 阿部 阿部 阿部
小５合同国語 小５合同国語 小５合同国語 小５合同国語

五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐
小６受験算数 小６受験算数 小６受験算数 小６受験算数

萩野 萩野 萩野 萩野
小６ライト算数 小６ライト算数 小６ライト算数 小６ライト算数

松井 松井 松井 松井
TOEFL iBT Speaking TOEFL iBT Speaking TOEFL iBT Speaking TOEFL iBT Speaking 

レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル

11:20-12:40（80分）
中３英語（入試演習） 中３英語（入試演習） 中３英語（入試演習） 中３英語（入試演習）

レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル
小５合同算数 小５合同算数 小５合同算数 小５合同算数

萩野 萩野 萩野 萩野
小６受験国語 小６受験国語 小６受験国語 小６受験国語

五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐
小６ライト国語 小６ライト国語 小６ライト国語 小６ライト国語

阿部 阿部 阿部 阿部
高1（G9）数学 高1（G9）数学 高1（G9）数学 高1（G9）数学

松井 松井 松井 松井

13:10-14:30（80分）
小３ジュニア国語 小３ジュニア算数 小３ジュニア国語 小３ジュニア算数

阿部 阿部 阿部 阿部
小４合同国語 小４合同算数 小４合同国語 小４合同算数

五十嵐 萩野 五十嵐 萩野
小６受験算数 小６受験国語 小６受験算数 小６受験国語

萩野 五十嵐 萩野 五十嵐
中1-2年英語（文法） 中1-2年英語（文法） 中1-2年英語（文法） 中1-2年英語（文法）

レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル
高2（G10）数学 高2（G10）数学 高2（G10）数学 高2（G10）数学

松井 松井 松井 松井

15:00-16:20（80分）
小5-6年英語
（エッセイ）

小5-6年英語
（エッセイ）

小5-6年英語
（エッセイ）

小5-6年英語
（エッセイ）

レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル
中１国語 中１国語 中１国語 中１国語

阿部 阿部 阿部 阿部
中２数学 中２数学 中２数学 中２数学

萩野 萩野 萩野 萩野
中３数学 中３数学 中３数学 中３数学

松井 松井 松井 松井
IB日本語UWC IB日本語UWC IB日本語UWC IB日本語UWC

五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

16:50-18:10（80分）
中１数学 中１数学 中１数学 中１数学

萩野 萩野 萩野 萩野
中２国語 中２国語 中２国語 中２国語
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

中３国語 中３国語 中３国語 中３国語
阿部 阿部 阿部 阿部

G11-IB数学 G11-IB数学 G11-IB数学 G11-IB数学
松井 松井 松井 松井

個別指導 英語 個別指導 英語 個別指導 英語 個別指導 英語
レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル



名称 内容

①授業料
学年や講座によって異なりますので最終ページをご覧ください。小３以上の学
年では単科でも受講可能です。申込最終日の３月１３日以降、病欠等の急な
キャンセルについては、払い戻ししかねますのでご了承下さい。

②テキスト代 受講する講座にかかるテキスト代です。テキストのみの申込みも可能です。
③バス代 帰りの便のみご用意しています。一回ごとに＄20かかります。

④テスト代
（中学生のみ）

講習会に参加した中学生は、＄40でCTテストを受験可能です。塾生は諸経費
でお支払い頂いているため、テスト代はかかりません。講習会生の小学生のテ
ストはございません。

万一、教室での対面型授業が出来ない場合、スクールバスの運行は休止させて頂きます。
スクールバス運休の場合は、費用はかかりません。
・講習会期間中のスクールバスは、お申込み頂いた方のみ1回＄20でご利用になれます。
・早稲田アカデミーインター校では、授業後の帰りのバスのみ運行しています。
・乗車場所はロチェスターモール1階で、基本的には講師が誘導します。
・塾バスが発車する時間は、授業終了後20分程度です（生徒誘導、乗車確認を含みます）
・バスはワゴンタイプ（定員11～13名ほど）か乗用車（定員1-4名）で運行します。
・バスの運行は安全第一を旨として行っておりますが、万が一交通事故により

被害があった場合は、バス会社加入の保険に準じた対応をさせて頂きます。
・バスの未着等のトラブル時は、帰宅バスにかかわる緊急時:8139-8644までご連絡下さい。
■バスご利用の規則について
バス送迎中の安全の確保のため、以下のルールを生徒は必ず守ってください。
もし守れない場合、バスの乗車を拒否させていただく場合がございます。
１:シートベルトは、必ず、正しく、着用してください。
２:運転中は、絶対に立ち歩かないでください。
３:座席以外のところには座らないでください。
４:低学年の生徒は安全のため、助手席か運転手のすぐ後ろのシートに座ってください。
５:大声でしゃべったり、歌を歌ったりしないでください。ドライバーの運転に支障があります。
６:バスの中での飲食は禁止されています。
７:降りるときは、忘れ物に注意してください。
８:バスの乗り降りの際は、ドライバーに挨拶をしましょう。
■スクールバス登録・変更と費用の諸注意
・座席をご用意している関係上、病欠などのキャンセルの場合は

払い戻しはできませんのでご了承下さい。
・ご家庭の方のお迎えなどで、バスをキャンセルされる場合は、必ず講師にご連絡下さい。

乗車確認ができないため、他の生徒さんをお待たせしてしまうためです。

早稲アカ・インター校は、ロチェスターモールというショッピングセンター内にあり、様々な人
が訪れますので、貴重品の管理は各自気をつけるようお願いします。特に席を離れる際には、財
布、携帯電話などは席に置かずに必ずお持ち下さい。防犯カメラは設置しておりますが、万一盗
難があった場合の補償には応じかねますので何卒ご了承下さい。



小１スーパーキッズコース
テキスト:早稲田アカデミーオリジナルテキスト
国語:ひらがな/どうぶつのなまえ/しりとり/ことばのかくれんぼ/ものがたり など
算数:カードのすうじをあてよう（10までの数）/カレーをつくろう（表の読み取り） など

小２スーパーキッズコース
テキスト:早稲田アカデミーオリジナルテキスト
国語:ひらがな・カタカナ/ものがたり/せつめい文/ことばのきまり/文をつくる など
算数:たし算・ひき算/ぶんしょうだい/３つの数の計算/おおきな数/なんじなんぷん など

小３ジュニアコース
テキスト:COMPASS国語/算数（一冊にまとまっています）
国語:説明文を読もう①②/物語文を読もう①②など
算数:かけ算/わり算/時こくと計算/図形

小４受験科/ライト合同コース
テキスト:四谷大塚春期講習テキスト+中学受験新演習 国語/算数
国語:漢字と語句/説明文（接続語・指示語・話題と要点）/物語文（場面・情景・心情）など
算数:数と計算/平面図形/線分図の利用/くふうして解く問題 など

小５受験科/ライト合同コース
テキスト:四谷大塚春期講習テキスト+中学受験新演習 国語/算数
国語:漢字と語句/説明文（指示語の記述・段落構成・内容一致など）/小説（心情と人物像）
算数:数と規則性/割合/平面図形/立体図形（2022年改訂）

小６受験科コース
テキスト:四谷大塚春期講習テキスト 国語/算数
国語:漢字と語句/説明文/随筆文/物語・小説/詩・短歌・俳句
算数:文章題/図形/数と規則/速さ

小６ライトコース
テキスト:中学受験新演習 国語/算数
国語:漢字・知識/説明文・論説文（話題、要点、要旨）

/物語文（心情、人物像と性格、主題など）/随筆文/短歌・俳句
算数:速さに関する問題/割合と比に関する問題/三角形の面積の比・対称な図形/相似の利用

*生徒の到達度によって内容を調整する場合があります。



中１コース
テキスト:国語:教育開発出版春期テキスト

数学:練成ゼミ夏期テキスト（標準編）
国語:漢字・語句/論説文/説明文/随筆/小説/詩など
数学:小6までの復習/正負の数/文字式/1次方程式(計算、文章題)など

中２コース
テキスト:国語:練成ゼミ春期テキスト

数学:練成ゼミ夏期テキスト（標準編）
国語:漢字・語句/論説文/随筆/小説/詩・短歌/文法事項
数学:方程式(1次方程式、連立方程式)/関数(比例・反比例、1次関数)/

平面・空間図形、資料の整理など

中３コース
テキスト:国語:練成ゼミ春期テキスト

数学:練成ゼミ夏期テキスト（標準編）
国語:漢字・語句/論説文/随筆/小説/詩・短歌/文法事項
数学:方程式(1次方程式、連立方程式・二次方程式)/関数(比例・反比例、1次関数)/

平面・空間図形、資料の整理/確率・式の計算（展開・因数分解・平方根）など

G9数学コース（新高１数学コース）
テキスト:高校新演習高2夏期テキスト数学Ⅱ
数学:図形と方程式(1)/ 図形と方程式(2)/三角関数(1)/三角関数(2)/指数関数/対数関数

G10数学コース（新高２数学コース）
テキスト: 高校ゼミサポートselectⅡ数学総合
数学: 数と式/関数/ 2次方程式/2次不等式/個数の処理/確率/平面上のベクトル/空間のベクトル
/数列/式と証明/複素数と方程式/図形と方程式/三角比/三角関数/指数関数/対数関数/微分法/積
分法/ IGCSE本試験の対策演習とIB数学の先取り（証明と複素数）を集中して行います。

G11-IB数学-Analysis&Approaches NEW!
テキスト:Mathematics: Analysis and Approaches HL REVISION GUIDE（Haese Publications）
(通常授業と同じで、各自オンラインでご購入ください）
TOPIC1（代数）、TOPIC2（関数）、TOPIC3（幾何）、TOPIC5（解析）
G11のアセスメントテストの対策演習を集中して行います。

IB日本語講座ACS/UWC（中３～高校生対象）
普段の授業では、テキストの精読を行っていますが、今回はIBペーパー１、
初見の文章について分析を行う小論文の形式について対策します。

*生徒の到達度によって内容を調整する場合があります。



小5-6年英語（対象:新小5から新小6）
テキスト:Power Up Writing: Vocabulary Building and Writing Techniques
Descriptive Writing: People
The purpose of this class is to impart key descriptive writing strategies and techniques 
to students through writing exercises that focus on the depiction of people. Students 
will be introduced to expressive ways of describing various aspects of people – namely 
their appearance, personality, behaviour, qualities, and emotions – in vivid detail, 
bringing life to their writing.

中1-2年英語（対象 新中１から新中２）
テキスト:Grammar Plus Workbook 1
Building Grammatical Knowledge
This class aims to help students gain a better understanding of the finer grammatical 
rules relating to nouns, determiners, and adjectives. Not only will such knowledge be 
essential for doing well in the Grammar section of future entrance examinations, it will 
also aid students in writing with more grammatical accuracy. 

中3英語（対象 新中3）
テキスト:中３練成ゼミ春期テキスト、高校入試過去問
Introduction to High School Entrance Examinations
This class tackles challenging entrance examinations of top high schools in Japan. As 
students attempt two past-year papers (one of which includes an essay), they will 
come to know the level of difficulty to expect. Explanation will be provided after each 
section, and as students learn from model solutions, they will gain an understanding of 
the essential skills required to do well. 

TOEFLスピーキング（対象 新中3から新高３）
テキスト:4 Practice Tests for the TOEFL
Tackling the TOEFL iBT Speaking Section
This class focuses on the Speaking section of the TOEFL iBT examination and will cover 
all four types of speaking tasks. From the basic speaking task to the more challenging 
integrated speaking task, students will have the opportunity to familiarize themselves 
with the task formats, understand the importance of note-taking during this section of 
the test, attempt practice questions, and receive personalised feedback. 

英語個別指導【講師１:生徒２まで】
テキスト:テキスト代は必要に応じて別途かかります。
ネイティブ講師による個別指導のクラスです。講師１人に対してクラス定員は２人までです。
こちらのクラスは、エッセイを含む中高の入試や、学校の英語対策、あるいは来星当初の英語
のサポートクラスとして作られており、個別に到達度を考えながら指導できるところが集団授
業の英語との違いです。テキスト代は必要に応じて別途かかります。

*生徒の到達度によって内容を調整する場合があります。



ウェブサイト公開は２月25日（金）13:00予定です。
教室の定員がありますので、
全て先着順の受付とさせていただきます。
お申込サイトはこちらのQRコードからお入りください。
昨今の情勢を鑑み、変更やキャンセルは
inter@waseaca.com.sg宛のメールで
３月１３日（日） まで承ります。

①講習会申込サイトで、必要事項をご入力の上、３月１３日（日）までにお申込ください。
②塾生ではない方は、「個人情報取扱同意書」「受講同意書」の入力が必要です。
③お申込完了後、自動返信メールが届きますので、申込内容の確認をお願いします。
④もし、申込内容に変更やキャンセルがある場合は、３月１３日（日）までに、
inter@waseaca.com.sgにご連絡ください。頂いた内容を確認の上で、ご返信差し上げます。
⑤WEB申込を元に、合計料金を計算し３月２５日（金）に請求書をメールで送信いたします。

・３月２５日（金）に、ご請求書をメールで送付いたします。
お支払いは、ご請求書が発行されてからで結構です。

・３月１３日（日） 以降の病欠等のキャンセルについては、
払い戻ししかねますのでご了承下さい。

・塾生の方はGIROがそのまま使用可能で、引き落とし日は４月１５日（金）です。
・講習会のみ参加される方や、塾生でGIRO未承認の方は、PayNowをお使い頂き、

４月１５日（金）までにお振込みをお願いいたします。

・「PayNow」をお使いの方は、右のQRコードをお使いください。
QRコードをスキャンできなかった方は、各種銀行のアプリから「PayNow」を選択し、
早稲田アカデミーのDBS銀行PayNow用UEN（Unique Entity Number ）番号

「198304140ZNEW」をご入力いただき、ご請求書の合計額をお支払いください。
その際「Bill Reference No.」や「Nickname」には、生徒さんのお名前をローマ字で
ご入力ください。

・現金や小切手は現在取り扱いしておりませんので、
どうぞご了承ください。

*お申込みはオンラインからお願いいたします。



月 火 水 木 金 土 日

16:50
-

18:40

小３
ジュニア

国語

小５
受験科
算数

小５
受験科
国語

小３
ジュニア

算数

小１
スーパーキッズ

国算

キッズ/
マンスリー/

組分け/
月例テスト
9:30～

小4-6年
YT週例

小５・小６
組分け/

月例テスト
9:30～

小４
受験科
算数

小５
ライト
算数

小５
ライト
国語

小４
受験科
国語

小２
スーパーキッズ

国算

小４
ライト
算数

小６
受験科
国語

小６
受験科
算数

小４
ライト
国語

IB日本語
UWC DOVER
（後期開講:
新G11対応）

小５-６年生
英語

小６
ライト
国語

小６
ライト
算数

G11-IB数学
(Analysis & 

Approaches）

TOEFL iBT
英語

（中学生-高校生）
NEW!

19:10
-

21:00

中３
国語

小５
受験科
算数

小５
受験科
国語

中１
国語T

中３
数学T

中３土曜特訓

テストのない
日曜日は

休校日です。

13:30-
16:00

中１
数学T

小６
受験科
国語

小６
受験科
算数

中１
国語R

中３
数学R

中学生テスト

13:30～

中１
数学R

IB日本語
プレゼミ

(後期からUWC 
EAST 新G11対応)

NEW!

中２国語 中２
数学

IB日本語
ACS

YT週例
テスト振替
13:30～

IB日本語
UWC 

DOVER
（現G11）

高１(G9)
数学

NEW!

G12-IB数学
(Analysis & 

Approaches）

高2(G10)
数学

英語
個別指導

【1:3まで】
NEW!

中学１-３年
英語



駅から徒歩の場合 タクシーを使った場合

ロチェスターモールをスタービスタから
見ると入口が森のかげに隠れていますので、
矢印の方向に進んでいきます。

一階正面には赤い壁のお店とエスカレータが
見えます。教室は２階にあり、エスカレータ
からも入館できます。矢印の方向からエレ
ベータも使えます。

エレベータを出たところがこの写真です。
右手にモールのチェックインがあります。
教室は矢印の通りそのまま前に進みます。

グラブやタクシーでは、美容院があるドロップ
オフポイント（降車場）に停車することが多い
かと思います。美容院を背にして矢印の方向に
進みます。

上の写真から振り返ったところです。駐車場の
左側に向かって進んでいきます。もし有名なス
ターバックスコーヒーが見えてきたら、残念な
がら反対に進んでいます（スターバックス側の
入口は現在は閉鎖されているためです）

一分くらい進むと左手にエレベータホールが見
えてきます。教室は２階にあります。２階に上
がったら、左の写真と同じようにロチェスター
のチェックインカウンターが見られます。

2022年2月現在、入館時にはTraceTogetherかトークンによるチェックインが必要です。
また、12歳以下のワクチン未接種の方は、モール入館時にIDによる年齢確認が必要です。
13歳以上のワクチン未接種の方は、モールに入館できないため、ZOOMでご受講下さい。



職員室前には、Safe Entry Gatewayを
設置していますので、TraceTogether-
only SafeEntryを使った携帯電話や
トークンをかざすとチェックインできます。
各教室にもTraceTogether-only SafeEntry
のポスターを掲示しています。

体調がすぐれない場合や、体温が37.5度
以上ある場合は、ZOOMでのご受講か
むりせずご欠席下さい。ご欠席の場合も、
授業後に録画をお送りいたします。

自分の教室に、一人ずつ並んで入ります。
座席表がありますので、決められた席に
着席してください。

入室する時 退出する時

授業が終わったら、Safe Entry Gatewayで
チェックインした方は、そのままお帰り
いただけます。教室で TraceTogether-only 
SafeEntry をスキャンした方は、携帯電話で
チェックアウトしてからお帰り下さい。
帰宅バス利用の方は、講師と一緒に乗車位置
まで行きます。
お迎えの方は、待合室が使えないため、
授業終了時刻に合わせてお越しください。

自習は学年の入り混じりを防ぐため
小６受験科と中3コース以外受付できません。
ご質問などは休み時間が３０分ありますので、
そこで講師までお声がけください。

××

生徒の学年ごとの入り混じりを防ぐため、休
み時間は、教室で過ごします。飲料水の提供
ができませんので、水筒は各自お持ちくださ
い。トイレに行く時は、連れ立って行かず一
人ずつどうぞ。

×



*合計金額はテキスト代を含む４日間（個別指導は４コマ分）の金額です。
グループレッスンの欠席時はZOOMでの録画をお送りしますので、料金は変わりません。

*英語のレッスンは、国数（算）両方を受講している場合に、三科目セット料金になります。
例えば、中１で国数２科目（＄620）を受講して、中1-2英語を足す場合は
英語がセット料金の＄140となり、合計で＄760という形です。

*テキストのみのお申込みを除き、ご兄弟が講習会を受講される場合は、兄弟割引が適用されます。
兄弟割引は、合計金額が高い生徒さんから順番に、1人目が通常料金、2人目が30％オフ、
3人目からは50％オフとなります。(いずれも１桁台の金額は四捨五入しています）

*個別指導については、テキスト代が別途かかり、兄弟割引の対象とはなりませんのでご了承下さい。
個別指導の欠席時は、講師１人:生徒２人のため、録画をお送りすることができませんが、
申込時に出席できない日を特記事項でご記入頂いた方は、出席日数に応じて料金計算させていただきます。

コース コマ数
通常料金

合計
（1人目）

兄弟割引
合計

（２人目）

兄弟割引
合計

（３人目）
テキスト代

小１スーパーキッズ（国算セット） 80分×2コマ $140 $100 $70 $30 
小２スーパーキッズ（国算セット） 80分×2コマ $160 $110 $80 $30 
小３ジュニア（国算） 80分×4コマ $340 $240 $170 $30 
小３ジュニア（単科） 80分×2コマ $220 $150 $110 $30 
小4受験/ライト合同(国算) 80分×4コマ $380 $270 $190 $80 
小4受験/ライト合同（単科) 80分×2コマ $240 $170 $120 $40 
小5受験/ライト合同(国算) 80分×8コマ $620 $430 $310 $80 
小5受験/ライト合同(単科) 80分×4コマ $400 $280 $200 $40 
小6受験コース(国算) 80分×12コマ $800 $560 $400 $40 
小6受験コース(単科) 80分×6コマ $520 $360 $260 $20 
小6ライトコース(国算) 80分×8コマ $580 $410 $290 $40 
小6ライトコース(単科) 80分×4コマ $380 $270 $190 $20 
中1コース（国数） 80分×8コマ $620 $430 $310 $40 
中1コース（単科） 80分×4コマ $400 $280 $200 $20 
中2コース（国数） 80分×8コマ $640 $450 $320 $40 
中2コース（単科） 80分×4コマ $420 $290 $210 $20 
中3コース（国数） 80分×8コマ $660 $460 $330 $40 
中3コース（単科） 80分×4コマ $440 $310 $220 $20 
小5-6年英語（単科） 80分×4コマ $220 $150 $110 $20 
小5-6年英語（国算英セット） 80分×4コマ $140 $100 $70 $20 
中1-2英語（単科） 80分×4コマ $220 $150 $110 $20 
中1-2英語（国算英セット） 80分×4コマ $140 $100 $70 $20 
中３英語（単科） 80分×4コマ $220 $150 $110 $20 
中３英語（国数英セット） 80分×4コマ $140 $100 $70 $20 
TOEFL iBT  Speaking （単科） 80分×4コマ $260 $180 $130 $50 
TOEFL iBT  Speaking（セット） 80分×4コマ $180 $130 $90 $50 
高校生２科目（日本語・数学） 80分×8コマ $680 $480 $340 $20 
IB日本語単科（ACS) 80分×4コマ $480 $340 $240 $0 
IB日本語単科（UWC) 80分×4コマ $480 $340 $240 $0 
G9数学（単科受講） 80分×4コマ $460 $320 $230 $20 
G10数学（単科受講） 80分×4コマ $460 $320 $230 $20 
G11-IB数学（単科受講） 80分×4コマ $480 $340 $240 各自購入
1:2個別指導（国算（数）:４コマ分） 70分×4コマ $400 兄弟割引なし 兄弟割引なし 費用別途
1:2個別指導（英:4コマ分・ターム３のみ） 80分×4コマ $400 兄弟割引なし 兄弟割引なし 費用別途


