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2018 年度生

入学手続ご案内

広島校

難関高校受験クラス

〒７３２－０８２１
広島市南区大須賀町１４―１６ スギイビル
Tel(０８２) ５６８－７５０７
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<はじめに ハンス広島校とは．．．>

高校受験型「ハンス広島校」は、

難関高校合格を目指し、

入試突破だけではなく、

次のステップ＝大学受験までを

見据えた指導を行います。
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●県内公立中学校・附属東雲中学校に通うみなさんへ

難関高校受験クラス

目次

■講座説明

中学１年生 →P2へ

中学２年生 →P6へ

中学３年生 →P10 へ

（P18 以降は共通の内容となります。）
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通年講座

●中１クラス（平日コース、日曜コース）

○指導科目：英語・数学・理科・社会

講座内容：

英語・数学の２科目は、中１の１年間で『中１～中２の６月まで』の学習

内容を扱います。各中学校の進度はある程度参考にしますが、基本的には

長井ゼミ・オリジナルカリキュラムによる先行型授業です。また、中学１

年生にとって最も大切なのが『学習スタイルの確立』。普段の学習の進め

方や定期テストへの準備・学校提出物の意義を説明し、またそれらの管理

を徹底して行うことで、中学生としての過ごし方を身に着けていきます。

※学費(受講料)については P．4～5をご覧ください。

中１
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選択講座 ★は選択講座です。

★中１「強化演習 S」

○指導科目：国語・数学の２科指導＋英単語マスター

講座内容：

通常コースと併用して受講することができます。

数学は通常授業での履修単元をさらに掘り下げ、発展問題演習に取り組み

ます。国語では実力問題演習に取り組み、現代文読解に慣れるための演習

を重ねます。

※英単語マスター：毎週、確認テスト形式で行います。教科書（ワン・ワ

ールド/ニューホライズン/サンシャイン/ニュークラウン）の学年配当

単語を踏まえ、確かな語彙力を養っていきます。

※学費(受講料)については P．4～5をご覧ください。

中１
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授業料一覧 （消費税は含まれていません。）

※３月２１日(水) 春期講習会から授業開始

《通年講座》

■入塾金 １０，０００円(税別)

■教材費 ５，０００円(税別) (入塾時と９月)

■月額学費 平日コース・日曜コース 各２２，０００円(税別)

※ 初回学費ご納入の際に入塾金と教材費を合わせてご納入ください。
(前年度から継続して受講手続きをされる方の入塾金は不要です。)

年間総額 ： 276,000 円

《選択講座》

★「強化演習 S」 ※4 月から翌年２月開講

■月額学費 ６，０００円(税別) ※ この講座のみの受講はできません。

月 4月 5月 6 月 7 月

学費 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円

月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月

学費 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円

月･クラス
春期講習会
(3月度)

4月度 5月度 6月度 7月度
夏期講習会
(8月度)

平日・日曜 11,000円 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円 28,000円

1月度
(冬期講習会含む)

2月度 3月度

28,000円 22,000円 11,000円

＜前期：3 月～8 月(夏期講習会)＞ (税別表示)

＜後期：9 月～翌年 3 月＞ (税別表示)

中１

月･クラス 9月度 10月度 11月度 12月度

平日・日曜 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円
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納入方法

通年講座のお支払い方法

①年間一括方式：年間の学費を一括振込
※期間Ａと期間Ｂがあります。

②学期一括方式：前期と後期の学費をそれぞれ一括振込
※前期は、期間Ａと期間Ｂがあります。

③月謝方式：毎月 25 日に翌月の学費を口座から引落し
※祝祭日・土日と重なったときには翌銀行営業日に引落しとなります。

一括振込の際の指定口座ならびに月謝の口座引落し手続きについては、21ページをご確認ください。

年間一括A 春期(３月)～翌年３月 年間一括B ４月～翌年３月

275,000円(税込297,000円) 264,400円(税込285,552円)

※ 教材費(前期・後期 2回分)も含まれています。

前期一括A 春期(３月)～８月 前期一括B ４月～８月

129,500円(税込139,860円) 118,700円(税込128,196円)

※ 教材費(前期１回分)も含まれています。

後期一括　９月～翌年３月

151,000円(税込163,080円)

※ 教材費(後期１回分)も含まれています。

選択講座のお支払い方法
年間一括、半期一括でお支払いの場合で「選択講座」も受講される場合には、

上記の受講料に選択講座の受講料を加算してお振込下さい。

年間一括・・・上記受講料 ＋ 60,000円(税込 64,800 円) (４月～７月、９月～翌年２月)

前期一括・・・上記受講料 ＋ 24,000円(税込 25,920 円) (４月～７月)

後期一括・・・上記受講料 ＋ 36,000円(税込 38,880 円) (９月～翌年２月)

中１
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通年講座

●中２クラス（平日コース、日曜コース）

○指導科目：英語・数学・理科・社会

講座内容：

春休み（春期講習会）から中学２年生の学習を開始します。

（１年生から継続受講している生徒さんにとっては復習にあたります。

新しく入塾された生徒さんには中２単元の最初から開始することになり

ます。）

英語・数学の２科目は、中２の１年間で『中１～中３単元の全て（＊）』

を履修し、塾で先行型学習を進めながら、中学校の定期テストでの高得

点を目指します。この学年での学習定着度・学校成績（＝内申点）はそ

のまま高校受験・進学先設定に直結します。最も成績・学力の伸びる学

年であり、長井システムで効率よく取り組むことで将来の可能性を拡げ

ていきます。

＊数学：中３の一部の単元は中３になってから授業で扱います

※学費(受講料)については P．8～9をご覧ください。

中２
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選択講座 ★は選択講座です。

★中２「強化演習 S」

○指導科目：国語・数学の２科指導＋英語例文マスター

講座内容：

通常コースと併用して受講することができます。

数学は通常授業での履修単元をさらに掘り下げて、発展問題演習に取り

組みます。国語では実力問題演習により現代文読解・古文読解・現代文の

文法知識の定着を目指します。

※英語例文マスター：毎週、確認テスト形式で行います。中１～中３単

元の英語例文を体系的にマスターしていきます。

※学費(受講料)については P．8～9をご覧ください。

中２
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授業料一覧 （消費税は含まれていません。）

※３月２１日(水) 春期講習会から授業開始

《通年講座》

■入塾金 １０，０００円(税別)

■教材費 ５，０００円(税別) (入塾時と９月)

■月額学費 平日コース・日曜コース 各２２，０００円(税別)

※ 初回学費ご納入の際に入塾金と教材費を合わせてご納入ください。
(前年度から継続して受講手続きをされる方の入塾金は不要です。)

年間総額 ： 276,000 円

《選択講座》

★「強化演習 S」 ※4 月から翌年２月開講

■月額学費 ６，０００円(税別) ※ この講座のみの受講はできません。

月 4月 5月 6 月 7 月

学費 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円

月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月

学費 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円

中２

1月度
(冬期講習会含む)

2月度 3月度

28,000円 22,000円 11,000円

月･クラス
春期講習会
(3月度)

4月度 5月度 6月度 7月度
夏期講習会
(8月度)

平日・日曜 11,000円 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円 28,000円

＜前期：3 月～8 月(夏期講習会)＞ (税別表示)

＜後期：9月～翌年 3月＞ (税別表示)

月･クラス 9月度 10月度 11月度 12月度

平日・日曜 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円
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納入方法

通年講座のお支払い方法

①年間一括方式：年間の学費を一括振込
※期間Ａと期間Ｂがあります。

②学期一括方式：前期と後期の学費をそれぞれ一括振込
※前期は、期間Ａと期間Ｂがあります。

③月謝方式：毎月 25 日に翌月の学費を口座から引落し
※祝祭日・土日と重なったときには翌銀行営業日に引落しとなります。

一括振込の際の指定口座ならびに月謝の口座引落し手続きについては、21ページをご確認ください。

年間一括A 春期(３月)～翌年３月 年間一括B ４月～翌年３月

275,000円(税込297,000円) 264,400円(税込285,552円)

※ 教材費(前期・後期 2回分)も含まれています。

前期一括A 春期(３月)～８月 前期一括B ４月～８月

129,500円(税込139,860円) 118,700円(税込128,196円)

※ 教材費(前期１回分)も含まれています。

後期一括　９月～翌年３月

151,000円(税込163,080円)

※ 教材費(後期１回分)も含まれています。

選択講座のお支払い方法
年間一括、半期一括でお支払いの場合で「選択講座」も受講される場合には、

上記の受講料に選択講座の受講料を加算してお振込下さい。

年間一括・・・上記受講料 ＋ 60,000円(税込 64,800 円) (４月～７月、９月～翌年２月)

前期一括・・・上記受講料 ＋ 24,000円(税込 25,920 円) (４月～７月)

後期一括・・・上記受講料 ＋ 36,000円(税込 38,880 円) (９月～翌年２月)

中２
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通年講座

●中３クラス（平日コース、日曜コース）
○指導科目：英語・数学・理科・社会

講座内容：

春休み（春期講習会）から中学３年生の学習を開始します。（２年生か

ら継続受講している生徒さんにとっては復習にあたります。新しく入塾さ

れた生徒さんには中３単元の最初から開始することになります。）

４科目全て、夏休み明けから入試問題演習に取り掛かれるように、中３

単元を効率よく履修していきます。

●中３「入試対策講座」後期開講（９月～３月公立高校入試直前まで）

○指導科目：英語・数学・国語・理科・社会

講座内容：

通常コース生は後期必修講座です。

５科の単元別入試演習を行い、実践力を養います。９月から１２月まで

の３ヶ月間で、中１～中３の全単元の単元別復習演習を行い、１月から入

試前日まで、総合問題演習を行います。受験先に関わらず、公立高校入試

問題で全科目８０％の得点率を達成させている講座です。

※学費(受講料)については P．12～15 をご覧ください。

中３
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選択講座 ★は選択講座です。

★中３「基礎定着α」前期開講（４月～７月）

○指導科目：英語・数学・理科・社会

講座内容：

通常コースと併用して受講することができます。

中１・中２単元の復習のみに特化した演習講座です。苦手意識のある

科目を自分だけの力で演習するのはなかなか難しいもの。厳選問題の演

習で、効率よく学習を進めます。各中学校の校内実力テスト対策として

も有効です。

★中３「強化演習 S」前期開講（４月～７月）

○指導科目：英語・数学の２科＋国語課題

講座内容：

通常コースと併用して受講することができます。

広大附属高校・修道高校・県外難関国/公/私立高校受験対策のための講

座で、難関校の過去問演習に入る前の準備段階としての位置付けです。

★中３「難関校受験対策 SS」後期開講（９月～１月）

○指導科目：英語・数学・国語の３科＋理科・社会の課題演習

講座内容：

通常コースと併用して受講することができます。

広大附属高校・修道高校・県外難関国立/公立/私立高校受験対策のため

の講座です。より高度な問題に対応できる実力と得点力を養成していきま

す。

※学費(受講料)については P．12～15 をご覧ください。

中３
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授業料一覧 （消費税は含まれていません。）

※３月２１日(水) 春期講習会から授業開始

《通年講座》

■入塾金 １０，０００円(税別)

■教材費 ５，０００円(税別) (入塾時と９月)
■月額学費
前期 (４月～８月) 平日コース・日曜コース 各２２，０００円(税別)

後期 (９月～翌年３月) 平日コース・日曜コース 各２８，０００円(税別)

※ 後期学費には「入試対策講座」の学費も含まれます。
※ 初回学費ご納入の際に入塾金と教材費を合わせてご納入ください。

(前年度から継続して受講手続きをされる方の入塾金は不要です。)

月･クラス
春期講習会
(3月度)

4月度 5月度 6月度 7月度
夏期講習会
(8月度)

平日・日曜 11,000円 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円 28,000円

年間総額 ： 309,000 円

中３「入試対策講座」 ※９月～３月公立高校入試直前まで開講

■月額学費 １０，０００円(税別) ※ この講座のみの受講もできます。

※ この講座のみ受講の場合は初回学費ご納入の際に入塾金と教材費を合わせてご納入ください。

月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 ３月

学費 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 8,000 円

＜後期：9月～翌年 3 月＞ (税別表示)

月･クラス 9月度 10月度 11月度 12月度

学費 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円

1月度
(冬期講習会含む)

2月度 3月度

34,000円 28,000円 8,000円

＜前期：3 月～8 月(夏期講習会)＞ (税別表示)

中３
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《選択講座》

★「基礎定着α」 ※4月から７月開講

■月額学費 ６，０００円(税別) ※ この講座のみの受講はできません。

★「強化演習 S」 ※4 月から７月開講

■月額学費 ６，０００円(税別) ※ この講座のみの受講はできません。

★「難関校受験対策 SS」 ※９月から翌年１月開講

■月額学費 ６，０００円(税別) ※ この講座のみの受講はできません。

月 4月 5月 6 月 7 月

学費 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円

月 4月 5月 6 月 7 月

学費 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円

月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月

学費 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円 6,000 円
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納入方法

通年講座のお支払い方法

①年間一括方式：年間の学費を一括振込
※期間Ａと期間Ｂがあります。

②学期一括方式：前期と後期の学費をそれぞれ一括振込
※前期は、期間Ａと期間Ｂがあります。

③月謝方式：毎月 25 日に翌月の学費を口座から引落し
※祝祭日・土日と重なったときには翌銀行営業日に引落しとなります。

一括振込の際の指定口座ならびに月謝の口座引落し手続きについては、21ページをご確認ください。

年間一括A 春期(３月)～翌年３月 年間一括B ４月～翌年３月

306,600円(税込331,128円) 296,100円(税込319,788円)

※ 教材費(前期・後期 2回分)も含まれています。

前期一括A 春期(３月)～８月 前期一括B ４月～８月

129,500円(税込139,860円) 118,700円(税込128,196円)

※ 教材費(前期１回分)も含まれています。

後期一括　９月～翌年３月

183,400円(税込198,072円)

※ 教材費(後期１回分)も含まれています。

＜入試対策講座＞

後期一括　９月～翌年３月

71,600円(税込77,328円)

※ 教材費(後期１回分)も含まれています。

中３
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選択講座のお支払い方法
年間一括、半期一括でお支払いの場合で「選択講座」も受講される場合には、

上記の受講料に選択講座の受講料を加算してお振込下さい。

★基礎定着α・強化演習 S

・・・上記各授業料 ＋ 24,000円(税込 25,920 円) (４月～７月)

★難関校受験対策 SS

・・・上記各授業料 ＋ 30,000円(税込 32,400 円) (９月～翌年１月)

年間一括

前期一括

年間一括

後期一括
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スーパー中学生のための

オプション講座

□中３「高校単元履修クラス」通年講座（４月～１２月開講）

○指導科目：英語・数学（単科目もしくは２科目の選択受講）

講座内容：

通常コースと併用して受講することができます。

中２終了時点で、学校成績（内申点）・実力テスト成績（オープン模試・塾内まとめ

テスト）が優秀かつ高校内容の履修を希望するご家庭・生徒たちに長井ゼミ高校部

の専任講師が提供する「スーパー中学生のためのコース」です。中高一貫校の中学

３年生が、学校や塾で学習する「高校数学」「高校英文法」と同内容の授業を受ける

ことができます。

受験校を県内公立高校に設定した場合、他の進学塾が行っているような他県難関国

私立高校の入試問題演習は不要です。その余力・向学心・勉強量・方向性は、次の

ステップ：高校内容の学習に直結する内容・努力であってもよいのではないかと我々

は考えます。

オプション講座授業料一覧
（消費税は含まれていません。）

「高校単元履修クラス」 ※４月９日(月)の週から授業開始

■入塾金 １０，０００円(税別)

■教材費 不要
■月額学費 単科： １２，０００円(税別)

２科： ２４，０００円(税別)

＜前期＞ (税別表示)

＜後期＞ (税別表示)

年間総額 単科： 96,000 円 ２科： 192,000 円

月 4月 5月 6月 7月

単科 12,000 円 12,000 円 12,000 円 12,000 円

２科 24,000 円 24,000 円 24,000 円 24,000 円

月 9月 10 月 11 月 12 月

単科 12,000 円 12,000 円 12,000 円 12,000 円

２科 24,000 円 24,000 円 24,000 円 24,000 円

中３
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オプション講座納入方法

オプション講座のお支払い方法

①年間一括方式：年間の学費を一括振込

②学期一括方式：前期と後期の学費をそれぞれ一括振込

③月謝方式：毎月 25 日に翌月の学費を口座から引落し
※祝祭日・土日と重なったときには翌銀行営業日に引落しとなります。

一括振込の際の指定口座ならびに月謝の口座引落し手続きについては、21ページをご確認ください。

「高校単元履修クラス」

年間一括　(４月～７月、９月～１２月)

単科 92,200円(税込99,576円)

２科 184,300円(税込199,044円)

前期一括　(４月～７月) 後期一括　(９月～１２月)

単科 47,000 円(税込50,760円) 47,000 円(税込50,760円)

２科 94,100 円(税込101,628円) 94,100 円(税込101,628円)

中３
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月
春期講習会

(3月度)
4月度 5月度 6月度 7月度

夏期講習会
(8月度)

引

落

日
3月26日(月) 4月25日(水) 5月25日(金) 6月25日(月) 7月25日(水)

税

抜 ¥11,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥28,000
教

材

費
¥5,000

税

込 ¥11,880 ¥29,160 ¥23,760 ¥23,760 ¥23,760 ¥30,240

月
春期講習会

(3月度)
4月度 5月度 6月度 7月度

夏期講習会
(8月度)

引

落

日
3月26日(月) 4月25日(水) 5月25日(金) 6月25日(月) 7月25日(水)

税

抜 ¥11,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥28,000
教

材

費
¥5,000

税

込 ¥11,880 ¥29,160 ¥23,760 ¥23,760 ¥23,760 ¥30,240

※　新入塾の方は、入塾時に入塾金１０，０００円(税別)が別途必要です。

※　選択講座を受講の方は、上記の額に合わせて引き落としとなります。

　引落し学費(月額)一覧表

中１

中２

中３
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9月度 10月度 11月度 12月度
1月度

(冬期講習会
含む)

2月度 3月度

8月27日(月) 9月25日(火) 10月25日(木) 11月26日(月) 12月25日(火) 1月25日(金) 2月25日(月)

¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥28,000 ¥22,000 ¥11,000

¥5,000

¥29,160 ¥23,760 ¥23,760 ¥23,760 ¥30,240 ¥23,760 ¥11,880

9月度 10月度 11月度 12月度
1月度

(冬期講習会
含む)

2月度 3月度

8月27日(月) 9月25日(火) 10月25日(木) 11月26日(月) 12月25日(火) 1月25日(金) 2月25日(月)

¥28,000 ¥28,000 ¥28,000 ¥28,000 ¥34,000 ¥28,000 ¥8,000

¥5,000

¥35,640 ¥30,240 ¥30,240 ¥30,240 ¥36,720 ¥30,240 ¥8,640
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学力診断テスト(入塾テスト)

テスト期間 テスト日程・時間

第１期 ※新年度～４月

毎週土曜日 １４：３０開始

テスト内容

各学年 英語（国語）・数学（算数）

※ 試験時間はテストによって異なります。

第２期 ５月～８月

第３期 ９月～１２月

第４期 １月～

※ １つの期間につき２回までテストを受けていただくことができます。

※ テスト申し込みについてはお電話でお願いいたします。上記の時間帯でご都合が悪い場合は

担当教師にお問い合わせください。 (受付時間は、月～土…１４：００～１８：３０ です。)

TEL(０８２)５６８―７５０７

早期入塾特典

※ 同一年度内の再入塾の場合、入塾金は不要となります。

平成３０年４月末日までに手続完了

→入塾金　無料
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学費納入について
受講開始までに以下のいずれかの指定口座にお振り込みください。

振込先（受取人）

ナ ガ イ

長井
ゼ ミ

ゼミ
チュウガクシャ

中學舎
（金融機関） （口座番号）

広島信用金庫 皆実支店 （普通） 0 4 6 7 2 5 1

広 島 銀 行 本店 （普通） 3 8 8 6 6 5 5
※長井ゼミ中學舎専用の振込用紙が必要な方は、校舎にてお申し付けください。

口座からの自動引き落としについて
学費を月謝方式でお支払いの場合口座からの自動引き落としで納入する手続きができます。

校舎に【口座引き落とし手続き書類】がありますので、ご希望の方は校舎１階受付まで

お申し出ください。

取扱金融機関
広島信用金庫・広島銀行・もみじ銀行・呉信用金庫・しまなみ信用金庫

広島みどり信用金庫・広島市信用組合・広島商銀信用組合・両備信用組合

備後信用組合・中国労働金庫・広島県信用農業協同組合連合会および会員農業協同組合

●すでに在籍されている方で、新たに引落し手続きを希望される方

校舎１階受付にて専用書類を受け取り、記入後にご提出ください。

●新規入塾手続きされた方で、引落しによる学費納入をご希望の方

入塾月の学費は振込納入です。翌月から引落し手続きが始まります。

例：６月からの新規受講開始手続きをされた方

６月度学費は振込納入、７月度学費から自動引落し納入となります。

【お願い】所定の書類は、引落しを希望される前月の１０日までにご提出ください。

１０日以降にご提出の場合、金融機関の手続きが間に合わない場合があります。

その場合は『翌々月に２ヶ月分まとめて引き落とす』

『翌月分を振込納入・翌々月から引落し開始』

のいずれかをお願いすることになります。ご了承ください。

※ 口座引き落としで月謝授業料をお支払の場合、退塾・クラス減少等の手続きを

前月１５日までに済ませていただくよう、お願い致します。



22

入塾の流れ

●国の教育ローン（日本政策金融公庫）

本校の入学者または在学者は「国の教育ローン」を利用することができます。「国の教育ローン」は、教育

のために必要な資金を融資する公的な制度で、ご融資額は、学生お一人につき 350 万円以内、ご返済期間は

10 年以内です。詳しくは下記までお問い合わせください。

日本政策金融公庫広島支店 広島市中区紙屋町１―２―２２ 広島トランヴェールビルディング５F

Tel(０８２)２４４－２２３１

お電話でお申込ください。テスト日時を設定致します。
長井ゼミ中學舎 Tel(０８２)５６８―７５０７

学力診断テスト申込み

提出書類に必要な物は、ご印鑑、お振込み後のご入金が確認できるも
の(振込控)、生徒本人の写真(縦４ｃｍ横３ｃｍ程度の大きさ)です。
校舎にご提出下さい。

学力診断テスト実施

翌日（週末実施の場合は月曜日）にお電話にて結果連絡いたします。

入塾面談
結果連絡時に設定した日時に来校して下さい。生徒・保護者そろっての
来校をお願い致します。

受講料振込
指定された期日までに銀行振込をお願い致します。

必要書類の提出

受講スタート
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ハンス広島校 サポート体制

●休んだ時も安心！授業 DVD を視聴できます

ハンス広島校では全学部、全授業を毎回ビデオ撮影しています。体調を崩された場合や、
どうしても抜けられない用事などで当日の授業に参加できない場合でも安心してください。
後日、授業 DVD を見ながら学習していただくことが出来ますので、お休みした授業がまる
まる飛んでしまうということはありません。
授業 DVD を見た後の質問などに即対応できるように、また授業に近い緊張感を維持できる
ように、全て校舎内の決められた場所で見ていただきます。
※授業 DVD の貸し出し(自宅への持ちかえり)はできません。

※授業 DVD の閲覧には事前の予約が必要になります。

お電話でお申し込みをされるか、来塾時に担当教師にお申し出ください。

●「自習室」を毎日利用可能

「自分の家で集中して勉強しよう！」…には様々な誘惑がありませんか？
テレビ・ゲーム・パソコン・ベッドなどなど様々です。
長井ゼミでは授業のある日は必ず自習室を開放しております。
お休みの日、学校帰り、授業前などに集中して勉強するもいいし、
学校の宿題や塾の宿題を済ませて帰るのもいいでしょう。
質問があれば１階に先生がいます。
安心して静かな環境で勉強していただけます。

●入退室メール配信システム

ハンス広島校では生徒１人ひとりに「スタディーカード」を配布しています。
入退室時にこのカードをかざすことで、予めご登録いただいている保護者様の携帯電話に、
お子様の入退室メールが配信されるシステムを導入しています。
「ちゃんと塾に行ったかしら？」「今日は何時に塾を出たのかしら？」
塾に通わせるうえで、保護者の皆様が当然お持ちになる心配ではないでしょうか。確認し
たくても、教師が全員授業に入っていて連絡が全然つかない…。
そんなストレスを一気に解消いたします！
大切なお子様を、夜遅くまでお預かりする以上、ハンス広島校は安全管理に万全を期して
まいります。
なお、このスタディーカードは生徒皆様の頑張りに対して学習ポイントが貯まるシステム
にもなっております。溜まったポイントで文房具などの景品と交換することができます。

●ホームページ

長井ゼミのホームページは小中高にて現在実施中の講座案内や
様々なイベントの案内を掲載しています。
ぜひアクセスしてみてください。
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重要事項のご説明（通学講座の解約について）

１．解約手続

(1)解約(退塾･クラス減少)希望の場合､専用の各届出書類に記入してください。
(2)授業担当の講師とよく話し合い､講師の確認印･および保護者印をもらってください。
(3)事務局に提出してください｡事務局がこの届出書類を受領した日が､退塾･クラス減少の

届出日となります。担当講師と話し合っただけ､あるいは電話で連絡しただけでは､退
塾･クラス減少の届出とは認められませんのでご注意ください。

２．｢解約返金申請書｣について

解約に伴い､授業料の返金が発生する方は､上記 1 の｢届出書類｣とともに｢解約返金申請
書｣を提出してください｡この｢解約返金申請書｣の提出は､将来にわたる受講講座の解約返
金を申請するものですので､さかのぼっての解約返金申請はできません｡次のような場合に
は､｢解約返金申請書｣を必ず提出してください。

(ア)年間一括､あるいは学期一括､月謝で受講料を納入していたが､保護者の都合で外国･
遠隔地に転居することになった。

(イ)年間一括､あるいは学期一括､月謝で受講料を納入していたが､長期入院をすること
になった。

(ウ)年間一括､あるいは学期一括､月謝で受講料を納入していたが､家庭の事情､本人の体
調等の諸事情により､受講継続が困難となった。

(ア)～(イ)の場合には､それぞれの事情を証明できる書類等の提出および｢解約返金申請
書｣の提出を､(ウ)の場合には､解約に至った原因･理由あるいは事情を｢解約返金申請書｣
に詳しくご記入のうえご提出ください｡また､保護者の方のご署名欄には､必ず保護者の
方ご自身でご署名ください。
引き落としの場合、いったん引き落とされた月謝につきましては、特別な事情(保護者

の急な転勤など)の場合を除きご返金できませんのであらかじめご了承ください。

３．解約(退塾･クラス減少)にかかわるご返金について

(1)クーリングオフ期間
開講前の場合､受講申込日(長井ゼミ事務局が申込書類を受領し､日付印を押印した日)を
ふくめ 8日間は､無条件･無償で解約できます。
※「受講期間が 2ヶ月を超え、かつ授業料が 50,000 円を超える」場合のみ、クーリング

オフ対象となります。
※月謝で学費を納入する場合にも、最初の申し込み受領日から 8日間がクーリングオフ
期間です。

(2)クーリングオフ経過後
解約料として､支払合計額(｢受講料｣･｢入塾金｣等の合計額)の 20％を申し受けます。(上限
額は 11,000 円)
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(3)開講後
開講後の解約の場合､下記のものの合計額を申し受けます。
①｢経過受講料｣＝「届出書類受領日付」までの経過受講月にかかった学費等、授業料の
すべて

②｢入塾金｣(ただし､該当年度に入塾金納入のあった方のみです)
③ア｢政令で定められた解約手数料｣または

イ｢長井ゼミ所定の解約手数料｣
※①の授業料=入塾金を除く受講料

※「届出書類受領日付」について
・ 1日～15 日までの受領日付の場合､経過受講月数を､｢前月まで月数プラス 0.5 ヶ月｣と

みなします。
・16 日～月末までの受領日付の場合､経過受講月数を､｢前月まで月数プラス 1ヶ月｣とみ

なします。

※③ア｢政令で定められた解約手数料｣
当初ご入金の授業料が 50,000 円を超え､かつ授業月数が 2 ヶ月を超えている場合､解約
によって通常生ずる損害額として、特定商取引法 49 条に従った額(20,000 円または 1
ヶ月の受講料のいずれか低い額)を申し受けます。

※③イ｢長井ゼミ所定の解約手数料｣
③アが適用されない方の場合､｢長井ゼミ所定の解約手数料｣として一律5,000 円を申し

受けます。

４．短期集中セミナー(春期・夏期・冬期)・その他特別企画講座の解約について

左記１～２に準じます。「届出書類」は必ずご提出ください。

※短期集中セミナー、その他特別企画講座は「2 カ月を超え、かつ授業料が 50,000 円を超

える」ものではないためクーリングオフ対象となりません。

※開講前の解約について

解約料として、解約希望講座の授業料の 20％を申し受けます。(上限額は 11,000 円)

※開講後の解約について

受講期間や回数、料金などによっては、ご返金が発生しない場合もありますので、予めご

了承ください。
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ハンス広島校
～難関高校受験クラス～

〒７３２－０８２１ 広島市南区大須賀町１４―１６ スギイビル

Tel(０８２) ５６８－７５０７ ・ Fax(０８２) ５６８－７５１７
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２０１８年度 ハンス広島校 難関高校受験クラス

学力診断テスト申込書
問合日（ ／ ）申込日（ ／ ）実施日（ ／ ）

ふりがな 生年月日

氏名 平成 年 月 日

学年

希望コース 平日 ・ 日曜

入塾動機
□新聞広告 □ＴＶＣＭ □ＨＰ

□知人の紹介（紹介者： ）

住所

〒 －

電話番号
自宅 ： ― ―

携帯電話 ： ― ―

学校 【 】小学校出身 → 【 】中学校進学

通塾経験

小学生 ・なし ・あり（塾名 ）

中学生

・なし

・（ ）に （ ）現在も通塾中。

（ ）中 まで通塾。

学校成績

最新の通知表成績

国 数 英 理 社 音 美 保体 技家 内申

最新の定期テスト得点

国 数 英 理 社 5科合計

問題 国語／英語 合否 算数／数学 合否

―

※この申込書は、学力診断テストを受けていただくための申込書です。この用紙がそのまま受講申込書

となるものではありません。クラス決定後には、所定の手続きをお取りください。

※太枠のみご記入ください。
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