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学錬館の SDGs Action 
 

①和歌山の発展に貢献する 

②平等，公平，差別についての高い意識 

③授業料割引制度を設けました 

 

SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。 

国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2030年までに

持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」こと

を誓っています。 

 

 

  



 

私たちの和歌山から 

日本，そして，世界を引っ張る 

リーダーを輩出したい 

 

 

 

★受験を通して指導したいこと 

 

《学錬館》は，今年で創立 20年目を迎えます。 

世間はコロナ禍を経て，大変大きな社会の変革期を迎えています。 

人生に対する考え方・生き方のようなイデオロギーから始まり，仕事や職業に対する価値観までが変わりつつあ

ります。特に，以前から変革の「芽」があった教育業界では，コロナ禍の長い自粛期間の経験を経て，本格的に

変革期に入りました。 

大学入試改革などの制度変革だけにとどまらず，そもそも大学合格のための予備校と化した中学・高校への問

題提起から，人格形成期である中学・高校時代に質の高い様々な体験型の刺激を求めるようになり，多様で持

続可能な社会とマッチする人格をどのように形成していくかを考えるようになりました。そんな中，塾に対する要

求も変化し始め，難関大学合格というワンテーマだけでは，塾の存在価値がなくなりつつあります。 

 

ー小規模塾の社会的役割は何かー 

主軸に「リーダー輩出」を据え，質の高い学習プログラムを提供することを至上命題とする創業以来の教育理念

を変えることなく，今回，提供するサービスを一新することにいたしました。 

次頁より，その詳細をご案内いたしますが， 

「難関大学合格」を筆頭に掲げ， 

「思春期の人格形成期に学校では与えられない刺激を提供すること」， 

「自己マネジメント力を育むこと」 

この 3点に重点を置いて指導いたします。 

日頃のスタッフの仕事内容の効率を見直し，授業の選択と集中・ITの導入などにより 

捻出された時間を，出来るだけ生徒との「人対人」の時間に充てられるようにしました。 

また，会員だけでなく保護者の方との情報交換の機会を多く作り，お子様が安心して学習に打ち込めるようにい

たします。 

 

新生《学錬館》にお任せください。 

 

 

  



★難関大学合格が第一義 

 

学歴の職業や所得，社会的地位に影響する度合いが，以前に比べて小さくなりつつあります。大学のネームバリュ

ーだけで将来安泰という考えは，もはや時代遅れですが，よりレベルの高い大学で学び得る「知性」，課外活動を通

して得る「社会性」，仲間との絆から得る「人間性」は，人生の価値を高める財産となります。 

就職予備校としての大学進学といった打算的な意味ではなく，人生を切り開く大きな武器としての知識を大学に求

める必要があると考えます。 

したがって《学錬館》では，よりレベルの高い大学に進学できる力をつけるための指導を第一に考えます。 

創業以来，特に進学希望の多い，京大・阪大・医学部などの難関大学の受験までお任せください。 

 

 

 

★自己マネジメント力の指導 

 

「自己マネジメントカ」とは，自分を客観視し目標達成までに必要なことを分析・実行する力です。具体的には，「成

果を上げるための計画」「成果を上げるための道具や機能」「成果に対する責任」を持つことであり，《学錬館》では，

今後これらの指導にかなりの時間を割いていこうと考えています。 

例えば 

「得意な図形は先生に添削をしてもらい，苦手な数列は基本レベルの動画を視聴」 

「平日は対面授業に参加，日曜日は《学錬館》の自習室でノルマを消化」 

「次の模試で目標点を達成できれば次のステップに，そうでなければ見直し」 

というようなことを，全教科・全テーマ・全レベルで考えなければなりません。 

会員は，言われた課題を消化するだけの学習になっていませんか。 

保護者の方は，主体性のない学習に不安を感じていませんか。 

そして，そういった自己マネジメント力の必要性は今までも感じていましたが， 

従来型の学習方法を強制することでなんとか乗り越えてきたのです。 

ですが，共通テストの登場により，今，受験リスクとして表面化しました。 

「4Stepだけを演習していては太刀打ちできない」 

私たちが共通テストの試作品を見たときに直感した不安は，現状の進学校の指導に対しての不安でもあります。 

《学錬館》では，対面授業，映像授業，自習室，スマホ，家庭環境など，提案できるツールを活用し「人対人」である

ことを前提に，「自己マネジメントカ」をしっかり鍛える場にします。 

 

 

 

  



★多様な入試に丁寧に対応(全教科・全レベルの指導) 

 

2021年度より，「映像授業」を導入いたしました。 

これまで，夏休み中には「特定大学に向けた指導をしてほしい」や，共通テスト直前には「社会の対策をしてほしい」

というようなリクエストをいただくことがたくさんありました。 

ですが，《学錬館》のような全員がプロ講師の小規模塾にとっては，指導時間・教科 

がどうしても限られてしまい，すべてのご希望に応えることが困難です。 

このような状況を踏まえ，数年前から他塾との協力・連携を視野に入れ，それぞれの得意分野を融合する術を模索

してきました。 

今回，コロナ禍を経て，ネットや映像に対しての信頼度が急上昇した今，「会員一人ひとりに幅広い選択肢を提案す

ること」に躊躇なく踏み切ることにいたしました。 

従来通りの対面授業を軸にしながら，各人の希望する多様な入試形態に合わせて指導する。 

そして，我々指導スタッフは，対面授業で一人ひとりの状況をつかみながら，入試に向けて並走するメンター的な役

割を強力に推し進めていく。 

これが，今の子供たちを導くための最善策である，と考えました。 

 

そして，その方法を実現するために，「佐鳴予備校」をパートナーとして選びました。 

映像授業『@will』の導入により，全教科・全レベルの指導を可能にし，多様で隙のない学習プランを提示いたしま

す。また，一人ひとりの学習管理・スケジュール管理の指導も強化することで，学習を通して「自己マネジメントカ」を

大きく向上させ，対面授業との相乗効果で，時代のニーズに合った力を育む環境を提供します。 

 

 

  



★自習室を使いやすく 

 

《学錬館》は，自習のための《自習室》《自習カウンター》を設けています。 

また，《個別自習ブース》を設置し，日曜・祝日などにも対応するようにいたしました。 

 

 

毎日 10:00～23:40まで，いつでも(休館日除く)利用できます。 

また，保護者の方のご利用も可能(Wi-Fi完備)とします。 

自習目的での利用に限定します。 

 

下記について，ご了承ください。 

○会員掲示板に記載の開館時間以外は「無人」となり， 

「セコム警備システム」「玄関認証システム」「監視カメラ」での運営となります。 

※「レンタルスペース」を利用される社会人の方が入館する可能性があります。 

○授業使用以外のどのスペースを利用しても構いません(飲食可)が， 

席を予約確保することはできません。 

○火器および刃物等の危険物の持ち込みは厳禁です(建物は完全防火仕様)。 

○《学錬館》の会員，保護者の方以外の出入りは厳禁です。 

○22:00 以降は送迎をお願いします。 

 

 

 

◆玄関認証と安心メール 

SECOMの「玄関認証システム」にて，会員証がないと玄関扉が開かないような 

セキュリティを導入しています。 

これにより，トラブルのリスクを減らし，集中できる環境を整えています。 

また，玄関備え付けのリーダーに会員証をかざすことで，保護者の方に入退館の時刻を 

お知らせする「あんしんメール」も併せてご利用ください。 

※玄関認証システム，あんしんメールは，利用履歴を保存しています。 

※会員証紛失の際は，必ずお申し出ください。 

 

 

 

  



★各学校に完全準拠した授業を対面で 

 

対面授業のラインナップは，基本的に各学校に合わせたクラスです。 

特に，智辯・近大・桐蔭・向陽については，創業以来の運営のノウハウがあります。 

定期テストや実力テスト，外部模試の前には過去問題・模擬テストを用いた対策を行うなどの，その学校にぴったり

寄り添った指導をお約束します。 

また，勉強する環境は昔と比べ大きく変わりました。入試問題の解説動画は身近にあふれ， 

質問はメールやラインを活用し，スケジュール管理はスマホで一元化というように， 

時間の使い方を最適化し，効率の良い勉強を選択できる時代です。 

だからこそ，《学錬館》の対面授業では，クラスの雰囲気を大切にし，それぞれの意見を 

大切にしながら，わかりやすさと本質を追求し，やる気になる授業を提供します。 

 

 

 

★「小規模塾でしかできない指導」 多様に生きる力を 

 

思春期に受けた影響によって形成された人格は，なかなか修正できないという 

科学的なデータがあります。例えば， 

・あいさつもせず，表情が豊かではない(授業中の顔に覇気がない) 

・成績評価でしか人を判断できない(成績が人間性の優劣と一致する) 

上記のようなことは，長年の指導の中で変わらず，いまだに散見されます。 

思春期の大切な時期に受けた影響で，偏った思考になってしまっている例を見てきました。 

人の価値観は多様であり，どんな考えも尊重されるべきことですが，5教科の成績や出身大学だけで人間の優劣を

決めてしまうのには，違和感をおぼえます。 

そのため，《学錬館》ではスタッフが積極的に様々な社会経験を積み，その中から学び， 

気づいたことを会員にフィードバックし，「優しさや他者を思いやる心」「下ではなく上を見るポジティブな考え方」など

を，共に考えていきます。 

 

  



★年 3回の保護者懇談会 

 

《学錬館》では，《保護者懇談会》を，各学期末に 1回，実施しています。(昨年度は Web実施)。 

定期的に，成績の状況を伝達・共有し，学習面でのアドバイスをいたします。 

また，ご家庭でのご様子や保護者の方の教育方針を確認させていただくことで， 

よりご本人に合わせた指導ができます。 

《保護者懇談会》以外でも，相談事に速やかに対応いたします。遠慮なくお申し出ください。 

 

 

★90分を 1時限，長期休暇には「スポット講座」 

 

90分を 1時限とした時間割を用いて，授業を設定しています。 

また，学校の長期休暇中には，「スポット講座」を開講し，入試過去問題演習など。 

そのときにしかできない内容や，学校の宿題を完全理解するためのサポートをします。 

なお，対面授業は「3週間」単位，映像授業は「月」単位が，授業料の区切りとなります。 

 

【時間割】 

第１時限 10:00～11:30  第５時限 17:20～18:50 

第２時限 11:35～13:05  第６時限 18:55～20:25 

第３時限 13:55～15:25  第７時限 20:30～22:00 

第４時限 15:30～17:00  第８時限 22:10～23:40 

 

※22:00 以降は，保護者の方の送迎が必要です。 

 

 

 

★持続可能な和歌山にすることに少しでも貢献(SDGs Action) 

 

急速に少子高齢化を迎える和歌山県に，特に教育・人材面で持続的に貢献したい。 

そんな想いから，《学錬館》でできたつながりを大切にすることを心がけています。 

 

◆OB・OG会の開催◆ 

毎年必ず 12月 30日に開催します。 

たくさんの卒業生が土産話をもって集まってくれます。 

その体験談はスタッフにとっても，励みと刺激になるので楽しみにしています。 

卒業生に気軽に立ち寄ってもらえる場所であり続けます。 

  



 

 

授業について 
 

  



★対面授業 

 

◎智辯・近大・桐蔭・向陽等の進学校に完全対応 

和歌山市内の各進学校に対応した授業を実施しています。授業は定期テストなどの学校行事に合わせて運営し

ます(中 6・高 3は除く)ので，頑張りどころや，息を抜く期間などのメリハリもつけやすいです。 

また，今までに蓄積した，校内成績向上のためのノウハウがありますので，お任せください。 

 

◎1 クラス 10名までの授業運営 

受講人数が 10名を超えた場合は，クラスの分化を検討します。大人数授業のメリットもありますが，一人ひとり

に具体的，かつ的確にアドバイスをするため，少人数制での運営を重視しております。 

 

◎定期テスト前には過去問題を使用 

定期テスト前には，各学校の過去問題(全教科・全クラスの過去問があるわけではありません)を利用して，効率

よくアウトプットできます。したがって，日頃からの学習で，「インプット→アウトプット」という流れを作りやすく，定

期テストに向けた目標設定がしやすくなります。 

 

◎Web をバランスよく使いながら 

「教室授業で刺激を受ける」，「Web授業にて通塾時間の短縮や就寝前の時間帯を有効活用」といった，両方の

メリットを活かせるように，ハイブリッド形式の授業を実施しています。これまでにあった既存の勉強スタイルにと

らわれる事なく，常に最善と考える授業を提案してまいります。 

 

◎受験学年は志望校別の授業となります 

中 6/高 3の受験学年は，在籍学校別ではなく志望校のレベルに合わせた授業を実施しています。 

最難関国公立大，難関国公立大，難関私立大などのレベルや，二次対策・共通テスト対策などの目的に合わせ

てクラスを選択して受講していただく形になります。 

 

◎少人数指導(個別指導)や映像授業を合わせて受講できます 

志望大学の過去問を解説してほしい，質問を消化したい，継続的に学習内容まで踏み込んで指導してほしいな

ど，各人の希望に合わせた《少人数指導》も実施しております(応相談)。 

また，定期テスト前にもう一度該当テーマの基礎から学びたい，学校内容に加えて入試レベルの内容まで学習し

たい場合は，映像授業との併用で相乗効果抜群です。 

 

 

 

  



 

  

最新の情報は、授業一覧でご覧ください 



★映像授業     

 

◎映像授業の質はご安心ください 

今や身近にたくさんの映像授業があります。今回の導入にあたり，パートナーの条件として「対面授業との相性」

「《学錬館》スタッフが生徒管理できること」「品質」を重視しました。「品質」については，『大学への数学』『全国大

学入試問題』の主筆である安田亨氏がいることからも，安心して提供できます。 

 

◎一人ひとりに適したカリキュラムをオーダーメイド 

膨大な映像の中から，生徒の希望や志望校合格までに必要なことを考え，《学錬館》のスタッフ管理の元，一人

ひとりにあった内容をオーダーメイドで提案します。ですから，「漠然と見ているだけ」や「三日坊主で終わってしま

った」などの，他の映像授業や通信添削にありがちな不安要素はありません。 

 

◎豊富な講座ラインナップ 

667講座，22035講義。基礎内容からハイレベルまで，全教科すべての単元を網羅しているので，自分の力に合

った無駄のない授業を選択できます。 

 

◎明確に細分化された入試対策 

東大・京大などの最難関国公立大学の過去問解説，早稲田大学や慶応大学をはじめ，同志社大学や立命館大

学などの人気私立大学の対策や，共通テスト対策などあらゆるレベル・ニーズに完全対応します。 

 

◎定期テスト対策もバッチリ 

学習内容を細分化して，単元別に編集されているので，学校進度に合わせた受講もできます。定期テスト直前に

は，対面授業での過去問演習 (アウトプット)に加えて，不安な内容の単元を視聴(インプット)ということも可能で

すので，強化したい科目に，より効果的に取り組めます。 

 

◎講義は 20～25分程度 

一つ一つの講義はコンパクトにまとめられているので，大事なポイントが明確になり，集中力が途切れにくいで

す。また，視聴は原則《学錬館》内で，スタッフ管理の元であらかじめ立てた視聴計画に基づいて行いますので，

「見ずにたまってしまっている」といった事態にはさせません。 

 

◎「講義」→「テスト」の反復学習 

各映像授業に確認テストが付属しています。「視聴で内容をインプット」→「テスト演習でアウトプット」を繰り返し行

うことで，「わかる」から「できる」を段階的に導き，最終目的である「得点力」を大いに鍛えます。 

 

◎添削指導もあります 

答案添削をメインとする講座もスタンバイしています。 

また，数学・英語の答案添削は，対面授業での対応も可能ですので，ご安心ください。 

 

 

 



 

●映像授業の授業料について 

 

一期ごとの，短期受講が可能です。 

映像授業のみの受講が可能です(別途，担当費が必要です)。 

 

視聴講義数/期 受講回数目安 基本授業料 超過授業料 その他 

20講義まで ２時限/週 程度 10000円/期 500円/講義 

下記の費用が 

必要です。 

40講義まで ４時限/週 程度 15000円/期 400円/講義 

60講義まで ６時限/週 程度 20000円/期 300円/講義 

80講義まで ８時限/週 程度 25000円/期 200円/講義 

100講義まで １０時限/週 程度 30000円/期 100円/講義 

 

◆諸費用について 

テキスト代 1000円～2000円/冊 程度 ※テキストは受講する講座によって， 

値段が異なります。 

※担当費 

・対面授業受講生は必要ありません。 

・担当費には，自習室の利用等の費用も含ま

れます。 

※体験授業期間中は，テキスト代，担当費は 

発生いたしません。 

担当費 10000円/期（対面授業非受講の場合） 

体験授業 映像授業受講開始初月は， 

10講義までは無料です。 

受講開始後は，視聴講義数/月の中で， 

体験していただくこととなります。 

添削費 全教科に，3～5回/講座の答案添削が 

付いた授業があります。 

必要な場合は，1000円/枚で添削指導 

が受けられます。 

※超過授業料，テキスト代，添削費は，翌月以降に納入していただきます。 

 

■視聴について 

視聴は原則，《学鎮館》内の専用 PCで行います。 

あらかじめ，担当との面談にて，視聴日時(週間学習スケジュール)を決定いたします。 

1講座の所要時間は 20～25分です。 

映像の後半の確認テスト，節が終わるときの復習テスト込みの時間です。 

したがって，《学館》の時間割(1時限=90分)では，平均 3講座の視聴が可能です。 

 

【対面授業】 

・桐蔭高 2数学 

・桐蔭高 2英語 

【映像授業】(20 講義まで/月) 

・古文・読解の基礎 

・高校日本史 

 

【対面授業】 

・入試数学理系 S 

・入試数学共通テスト 

【映像授業】(40 講義まで/月) 

・ハイパー化学 

・ハイパー物理 

・医系小論文(添削あり) 



★ アタマプラス 

 

学校対応の演習において，「即座にその人に合った教材を準備できない」という物理的な問題，そして，人の思考で

はどうしても生じる「最短距離の復習」へのタイムラグを改善すべく，AIによりそれらを改善したアタマプラスを和歌

山県で先駆けて導入しました。 

アタマプラスの詳細については下記をご覧ください。 

 

 

アタマプラス HP 

 

東洋経済オンラインでの記事 

 

下記受講例のような形で利用します。 

あくまでも「対面授業で生徒と向き合う中で，最短距離で課題解決をする」ことを目的としたものですので， 

来館して，担当の管理下で授業を受けていただきます（学錬館の端末を使用します）。 

アタマプラスは，「標準的」な内容，とくに，基礎的な内容からしっかり理解することに向いています。 

 

 

●アタマプラスの授業料について 

 

一期ごとの，短期受講が可能です。 

アタマプラスのみの受講が可能です(別途，担当費が必要です)。 

 

時限数/期 教科 実施日 授業料 その他 

１時限/週 高校数学 

高校英語 

高校理科 

中学数学 

中学英語 

中学理科 

中学社会 

 

のいずれかを選択 

木曜⑥限 

木曜⑦限 

土曜④限 

土曜⑤限 

土曜⑥限 

土曜⑦限 

 

のいずれかを選択 

5000円 

下記の費用が 

必要です。 

２時限/週 8000円 

３時限/週 11000円 

４時限/週 14000円 

５時限/週 17000円 

６時限/週 20000円 

 

学校対応に付随する演習をアタマプラスに変更する場合は，上記授業料は不要です。 

アタマプラスのみを受講される場合は，別途，担当費（10000円/期）が必要です。 

 

  



 

 

規約 
 

 

 

 

 



入会基準                                              

 

《学錬館》では，会員の成績を上げることを第一に優先しています。 

そのために，入会に際して，一定の基準を設けています。 

入会時に見せていただく諸成績や入会面談の結果，入会をお断りする場合があり

ますので，悪しからずご了承願います。 

 

■成績による判定 

学校での成績については 

①学校の定期テスト 

②模擬試験 

③志望校への距離 

などを総合的に判断します。 

 

定期テストや模擬試験の成績で 

・智辯/近大…学校内順位が上位 4分の 3以上 

開智/信愛/桐蔭向陽…学校内順位が上位 4分の 1以上 

といった目安を設けています。 

※ただし，上記はあくまで「目安」です。本人のやる気如何によってはこの限りでは

ありません。 

 

■その他の基準 

《学錬館》での基準として 

①現存クラスとの相性やレベル差 

②ご家庭の教育方針 

③本人のやる気・姿勢(服装や言葉遣いを含む) 

これらも判断基準とさせていただきます。 

 

■入会後 

なお，以下の事例が入会後に発覚した場合には入会を取り消させていただく場合

があります。 

①各種書類や成績の虚偽申告 

②法令違反・校則違反による停学・謹慎 

③マナー違反 

④送迎ルール無視などのルール違反 

⑤授業料の不払いや納入遅延 

 

なお，入会取り消しになった場合，入会金等の諸経費，受講した期間の授業料の

返金はいたしません。 

また，上記⑤の場合は，納入遅延による手数料と割増授業料を頂戴します。 

入会される方へ                                 

 

 体験授業 ⇒ 入会面談 ⇒ 入会  

 

●「General Guide」や体験授業(右頁参照)を通して， 

授業内容を確認し，入会をご検討ください。 

●入会面談は，入会をご希望の方に必ず実施します(要予約)。 

面談には成績資料をお持ちください。 

 

体験授業後にお渡しする『案内の流れ』に沿って，以下の書類をご提出ください。 

 

●「入会申込書」 

個人情報をご記入ください。 

メールアドレス等については，下記に使用しますので，必ずご記入ください。 

①スタッフとのやりとり(各種申し込み等を含む) 

②あんしんメール(入退館お知らせメール)しています 

③緊急時(警報時)の連絡 

 

●「授業申込書」 

受講する授業の名称をご記入ください。 

初回の授業申込につき，「授業申込書」のご提出をお願いしています。(メールでの

お申し込みはできません) 

 

●「預金口座振替依頼書」 

紀陽銀行の口座に限ります。 

この用紙のご提出先は《学錬館》です。 

 

 

必要経費                                       

 

特別な記載がない限り，授業料等の金額には消費税が含まれています。 

■授業料 : (各講座を参照) 

■入会金 : 22，000円(再入会時は 11，000円) 

■会員証 : 3，300円 

会員証は，非接触型 IC カードです。 

玄関認証で玄関ドアの開閉や，あんしんメールの送信などに使用します。 

必ずご購入していただきます。 

永年使用ですが，紛失された場合は，再度ご購入していただきます。 

■年会費 : 7，700円(2人目以降のご兄弟は 5，500円) 

毎年度， 一度目の授業料請求と同時に頂戴します。 



なお，年度途中の入会の場合は，第 7期までの入会は全額，第 8期以降に入会

する場合は，1期あたり 550 円をお支払いいただきます(この場合は兄弟割引は適

用されません)。 

《年会費》は，自習ブースの利用や郵送物などの種々の会員付帯サービスや，参

考書・問題集の充実， 館内修繕費といった用途に使用します。 

 

 

年度更新(会員)                                         

 

年度更新とは，会員の方が進級・進学時(新学年になったとき)に， 

引き続き《学錬館》に通塾される場合に必要な手続きです。 

個人情報の確認や， 受講授業の変更を行います。 

以下の手続が必要です。 

●「登録内容確認書」のご提出 

前年度末に《学錬館》のシステムに登録されている個人情報の一覧を 

お渡しします。 

個人情報を確認し，最新のものに更新していただくためのものです。 

●「授業申込書」のご提出 

《学錬館》の《通常講座》の授業は，1年完結ですので， 

年度更新時に，新たに授業のお申し込みが必要です。 

新年度のご案内の際に，担当より受講授業のご提案をします。 

年度初回の授業申込につき，「授業申込書」のご提出をお願いしています。 

(メールでの申し込みはできません)。 

●「年会費」のお支払い 

毎年度，一度目の授業料請求と同時に，《年会費》として 

7，700円をお支払いいただきます。 

2人目以降のご兄弟は，5，500円です。 

 

 

 

既卒生                                               

 

ご相談に応じますので，お問い合わせください。 

なお，会員資格を有しての卒業の場合，引き続き，アドバイスや保護者の方との懇

談会をさせていただいております。 

体験授業                                         

 

 体験授業 ⇒ 申込 ⇒ 受講開始  

 

●体験が可能な授業については，ぜひ体験授業をお申し込みください。 

●《通常講座》では，原則，各期第 1週より，受講を開始していただきます。 

各期の途中からの受講も可能ですが，その期の授業料が必要となります。 

●映像授業は，初月 10講義まで無料となります。 

●体験授業を設定できないことがあります。 

・各スポット講座 

・少人数指導(個別指導) 

・一部の演習主体の授業 

体験授業は基本的に無料となりますが，引き続き入会される場合は， 

入会する時期により，無料とならない場合がございます。 

予め，ご了承ください。 

 

《スポット講座》のみをご受講の場合は，下記についてご了承ください。 

・入会金，年会費はいただきません。 

・「10%の割増授業料」となります。 

・自習室のご利用は「期間中のみ」となります。 

・事務手続上の提出書類等が会員とは異なります。 

(場合によっては，メール等での簡易申し込みが出来ません) 

・授業料の納入が，原則「振込」となります。 

 

 

 

授業料                                                 

 

■通常講座 対面授業 

1期(=3週)あたりの授業料となっています。 

受講授業の授業料の合計金額が 1期あたりの授業料となりますが， 

2講座目以降の授業 1講座につき，5000 円を割引(※)します。 

※「少人数指導」「web少人数指導」「web 授業」は割引対象外です。 

※割引対象外の授業のみの受講は出来ません。 

■スポット講座 対面授業 

授業料は各スポット講座のパンフレットに記載されています。 

■通常講座 映像授業 

毎月 1日～月末までの視聴履歴をカウントした授業料となっています。 

上記の授業料を毎月合算し，次頁の口座振替予定に従って，毎月お支払いいただ

く授業料が決定いたします。 

  



授業の申込・キャンセル                                    

 

授業の申し込み・キャンセルはメールにてうかがいます。 

受付備え付けの用紙(はがきサイズ)のご提出でも可能です。 

事務処理の都合上，お申出内容発効日までに，速やかにお申し出ください。 

 

 提出時期 申出目安 

『入会申込書』 入会時 入会決定後 

『登録内容確認書』 会員の年度更新時 ３月末日 

授業の申し込み 新規申込・追加申込時 お申出内容 

発効日まで 授業のキャンセル 一部授業のキャンセル 

 

 

休会・退会                                             

 

●退会する場合 

退会の旨をお申し出ください。 

お申出後，原則，各期末(各期第 3週)日付けでの退会となります。 

授業料は「日割計算」「回数計算」ができません。 

したがって，お申出の時期によっては，授業料の区切りの良いところ 

までの授業料を頂戴することがございます。 

授業料の返金が生じた場合は，速やかにご返金いたします。 

授業料以外のものは返金できません。 

再入会の場合は，再入会金 (11，000円)が必要です。 

 

●休会する場合 

休会の旨をお申し出ください。 

留学や疾病などやむを得ない場合や，復帰を前提としてお休みをす 

る場合，3期を限度として休会できます。 

実績基準・合格実績                                     

 

■実績基準 

《学錬館》の合格実績としてカウントする基準は，以下のいずれかの条件を満たす

方とします。 

●受験学年(中 6/高 3又は小 6)の第 6 期以降に，通算 2期以上の 

在籍期間がある 

●受験学年(中 6/高 3又は小 6)の第 1 期以降に，通算 6期以上の 

在籍期間がある 

 

また，会員の進学先について《学錬館》は本人の許可なく公表できる 

ものとします。ただし，本人が特定されてしまうような扱い方はいたし 

ません。 

 

■合格実績について 

少人数制のため，具体的な学校名や人数を掲載した場合，個人が特定 

されてしまう可能性があります。 

個人情報漏洩防止の目的で，これらの情報の当パンフレットへの掲載 

を控えさせていただきます。 

実績は開示しますので，詳細をお知りになりたい場合は，別途お問い 

合わせください。 

 

 

  



授業料の納入                                          

 

※紀陽銀行の口座での「預金口座振替」のみの納入となります。 

毎月末に，所定の銀行口座から振替にてお支払いいただく『預金口座振替』にて

授業料等を納入していただきます。 

ただし，下記の一部の費用に関しては受付にて現金でお支払いいただきます。 

・他社模擬試験費用 

・一部のテキスト，市販問題集・参考書代 

・受付での文具販売やコピー代 

 

毎月，下記別表に従って，ご指定口座から授業料等を振替します。 

都合により，振替日が予定日以降になることがあります。 

ご利用にあたり，所定の『預金口座振替依頼書』を《学錬館》に 

ご提出ください。紀陽銀行の口座に限定しております。ご了承ください。 

●通常講座対面授業は 1年が 14期で構成されているため， 

7月と 2月は，振替金額が 2期分となります。 

●受験生が対象の《通常講座》は，第 11期で終了となります。 

●返金が生じた場合も，預金口座振替にて調整します。 

●毎回の振替ごとに振替手数料 100 円(税抜)を頂戴します。 

●ご兄弟の授業料は，同一口座であればまとめて引落しいたします。 

●予定振替日に振替できなかったときや，事務処理の都合などで， 

申込・キャンセルによる授業料の調整が必要な場合は， 

メール連絡の上，翌月中頃(15日頃)に振替いたします。 

 

当月の口座振替金額は，「会員個人ページ」でご確認ください。

 

 

■個人情報の保持期間 

提出された個人情報の保持期間は以下の通りとします。 

 

●氏名・住所・電話番号等の『入会申込書』記載事項⇒10 年 

●成績等， 指導の足跡⇒10 年 

※本人が特定されないように加工したデータについては該当しません。 

●銀行口座等の主たる営業目的に使用しない情報⇒退会等の後，即，破棄 

※銀行口座等は当社のシステムからは上記の通りですが，預金口座振替で 

紀陽銀行の管理下における個人情報は，紀陽銀行の規定に基づきます。 

 

なお，破棄する際には，細心の注意を払います。 

 

【授業料納入遅延について】 

やむを得ない事情で指定期日に納入できない場合は，速やかにご連絡ください。 

故意の遅延，または短期間に複数回の遅延などがあった場合は，所定の手数料

を頂戴いたします。 

また，度重なる遅延に関しては，授業の出席を停止し，未払い授業料の割増授業

料を請求いたします

振替予定日 通常講座 （対面授業+映像授業+アタマプラス） スポット講座等 その他 

４月２８日（木） 第１期・諸費用 春期スポット講座 

映像授業の 

テキスト代・添削費など 

５月３１日（火） 第２期  

６月３０日（木） 第３期  

７月２９日（金） 第４・５期  

８月３１日（水） 第６期 夏期スポット講座 

９月３０日（金） 第７期  

１０月３１日（月） 第８期  

１１月３０日（水） 第９期  

１２月２９日（木） 第１０期  

１月３１日（火） 第１１期 冬期スポット講座 

２月２８日（火） 第１２・１３期 入試直前講座（受験生） 

３月２９日（水） 第１４期  



会員規定                                        

 

特に以下のことがらについて，再三の注意に従わない場合は， 

厳しく対応いたします。 

 

●館内にて 

①大声で話したり，騒音をたてるなどの，授業や自習の妨害 

②無断で欠席や遅刻 

③暴力や「いじめ」と感じるような言動 

④無作法や，けじめのない行動 

⑤落書き・設備破損 

⑥政治的・宗教的な行動 

⑦生徒同士の金銭の貸し借り 

⑧カンニングなどの不正行為 

⑨意図した差別的言動 

⑩その他， 常識のない言動や周りの迷惑となる行動 

 

●館外にて 

①大声で話したり，騒音をたてるなどの，ご近所の迷惑となる言動 

②暴力や「いじめ」と感じるような言動 

③無作法(コンビニ前での座り込み飲食や電車内のマナーなど) 

④学習に関係のない華美すぎる装い 

⑤22 時以降の寄り道 

⑥通塾途中での，法規違反(退会処分) 

⑦喫煙・飲酒(退会処分) 

 

特に，成績向上に対しての意識の欠如が著しいときや，他人への学習妨害 

行為，また《学錬館》の名誉を傷つけるような行動が確認された場合は， 

退会していただきます。 

 

 

 

遅刻・欠席                                           

 

遅刻や欠席は，授業開始までにメールで連絡してください。 

特に， 少人数指導(個別指導)については，早い段階でのご連絡をお願い 

します。連絡のない遅刻・欠席は所定の授業料を頂戴いたします。 

 

■リカバリービデオの視聴について 

対面授業では，欠席する授業を録画《リカバリービデオ》し，視聴することができま

す。 

※演習主体の授業など，一部の授業では対応できません。 

遅刻・欠席連絡時に，授業録画の希望をお申し出ください。 

なお，視聴については，出来るだけ次回の授業までにしてください。 

※原則，視聴は館内にて行います。 

※授業参加者は，授業録画していることをご了承ください。 

録画した授業は，欠席者の視聴以外には使用せず， 

視聴後は速やかに削除いたします。 

 

■会員証は常に携帯してください 

以下の場合に使用しますので，常に携帯してください。 

●玄関扉の開扉(玄関認証) 

●あんしんメールの送信 

※会員証をリーダーにかざし忘れると，機能が使用できません。 

上記のシステム利用状況を保存しています。 

 

玄関認証を兼ねる会員証は，紛失して悪用されると大変です。 

大切に扱い，来館する場合は必ず携帯してください。 

また紛失時には速やかにスタッフまでお申し出ください。 

(要再発行費・3300円) 

 

 

 

 

  



振替・休講規定（対面授業）                                   

 

■振替授業について 

以下の理由で休講となった対面授業は，振替授業を実施します。 

(個人的な理由での欠席については，振替対応はできません) 

※振替は，授業内で担当より直接伝達，または，メールで伝達します。 

間違わずに出席してください。 

 

①下記警報および特別警報が発令され，休講となった授業 

②定期試験に伴う振替授業 

③学校行事などの都合により，クラスの過半数が欠席した授業 

④入試など，授業の実施より優先されるイベントと重なった授業 

⑤《学錬館》の都合により，休講となった授業 

⑥その他，授業の実施が困難と判断され，休講となった授業 

 

 

■警報発令時の対応 

 

和歌山県北部(紀北)において， 

「暴風」「大雨」「洪水」警報および特別警報が発令された場合， 

休講 

または 

対面授業を Web（zoom）に切り替えて実施 

の措置をとります。 

 

「高潮」「波浪」等のその他の警報については対象外ですが， 

危険があると判断した場合は，休講の措置をとります。 

また，各自で危険と判断された場合は，自宅待機してください。 

危険が予測される場合，「警報」の発令がなくても，安全面を考慮して， 

「休講」または「休館」の措置をとることがあります。 

警報発令時の諸連絡は，メールにておこないます。 

 

上記対応は，授業開始の 2時間前までには決定いたします。 

連絡がない場合は，普段通りとご判断ください。 

判断がつかない場合は，メールにてお問い合わせください。 

会員掲示板でもお知らせいたします。 

 

スタッフ遵守事項                                      

 

《学錬館》のスタッフは，下記事項を遵守することを，お約束いたします。 

違反があった場合，迅速かつ厳重に，処分いたします。 

 

１ 授業等各種運営において，品質向上・維持するよう努めます。 

２ いかなる状況においても，体罰をいたしません。 

３ 暴力的な叱責や，不快感をあおる言葉遣いをいたしません。 

４ メールアドレスの交換など，会員との個人的な接触をいたしません。 

５ 指導者にふさわしい身なり・服装を心がけます。 

６ 館外では，会員個人に関する内容の会話はいたしません。 

７ 会員には，愛情と責任感をもって接します。 

 

■個人情報保護 

会員のみなさんや保護者の方々からご提供いただいた個人情報は， 

下記の目的に対してのみ，細心の注意を払って使用し，厳重な管理下に置くことを

誓います。ご本人の同意なく，第三者に開示提供すること，また，他の目的に使用

することは，ありません。 

※ご提出いただいた各種書類については，退会，休会など，理由に関わらず返却

いたしかねます。 あらかじめご了承くださいますよう，よろしくお願い申し上げま

す。 

 

個人情報の使用目的 

１ 授業運営（クラス編成など） 

２ 進路指導（成績管理・分析，または各種統計資料作成） 

３ 《学錬館》からの各種事務連絡，および，各種案内の送付 

 

また，会員のみなさんや保護者の方々のプライバシー尊重を厳守し，勉強法指導

や生活指導に不必要な詮索は，断じておこなわないことをお約束いたします。 

※会員間の人間関係のもつれなど，看過し得ない事態が発生した場合は，保護者

の方の同意を得た上で，会員の私的事情をうかがうことがあります。 

 

■セクシャル・ハラスメントやいじめ防止への取り組み 

《学錬館》では，会員およびスタッフの基本的人権を尊重し，差別を許さないという

立場，および，均等法の「セクシャル・ハラスメント防止条項」に基づき，会員の学

ぶ権利，スタッフの働く権利を保障するために，セクシャル・ハラスメントやいじめの

防止に努めるとともに，発生した場合には，迅速に対応し，適正かつ公正な措置を

おこなうために，ガイドラインを定めています。 

スタッフにガイドラインの遵守を徹底するのはもちろん，会員にも，「他者に不快感

を与えない」ための行動を求めます。 

  



送迎について                                           

 

前面８m 道路は交通量も多く，送迎の車両が他の車両の通行の妨げになっている

ことや，お子様が車両の間をくぐりぬけて乗車する様子から，事故につながる危険

性を感じています。 

 

 

送迎に関しては，以下の通りといたしますので，ご協力ください。 

◆送迎時は，お子様と事前に時刻や待ち合わせ場所を確認してください。 

 上記の禁止区域を避け，少し離れた場所での待ち合わせをお願いします。 

 周辺の交通事情を考慮し，周辺住民の方に配慮してください。 

◆玄関付近での「降車」も禁止いたします。 

◆特に雨の日はご注意ください。 

◆小さなルール違反が時として重大な事故を引き起こす場合があります。 

 全員にご協力いただきたいと思います。 

※なお，第８時限実施の授業の送迎に関しては，上記ルールを適用しません。 

 

 

◆特に玄関付近での「乗車」「降車」は，時間帯に関係なく禁止です。 

◆正面の駐車場は《学錬館》の駐車場ではありません。 

 駐車をしたり，駐車場をふさいだりすることは，絶対にやめてください。 

 

その他お願い                                           

 

保護者の方の来館や担当・館内のお子様への連絡に関して，下記のようなルール

を設けています。 

◆《学錬館》では，安全管理のために，玄関認証システムを導入し，部外者の方の

来館をお断りしています。 

◆安全管理と授業運営のため，急な来館をお断りしています。 

担当とのご相談などは遠慮なくお申し出いただいて結構ですが，事前に日時など

をお約束ください。また，館内のお子様との連絡も，急な場合を除き，お子様が来

館される前に，十分な打ち合わせをお願いします。 

◆建物施設には駐車場がありません。公共の交通機関をご利用いただくか，近隣

のコインパーキングを利用してください。 

◆電話での連絡をご遠慮ください。メールでのご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

  



 



和歌山駅東口

←県庁前　　宮街道　　岩出方面→

●はるやま

●サーパスマンション

●ネッツトヨタ

●和歌山アーバンホテル

学錬館

●和歌山東年金事務所
●太田第一公園

●たけでん

ローソン●

パルポート太田●

●英数学館

向陽中学・高校●
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Google Map 会員掲示板

○お問い合わせ
640-8323　和歌山市太田三丁目７番24号
E-Mail：gakurenkan@gakurenkan.jp
開館時間：平日15：15～23：45　土13：30～23：45

会員以外の方の突然の来館はお断りしています。
学錬館への連絡は，メールでお願いいたします。

連絡用メールアドレス

会議室，自習室 ( 社会人の方 )，コワーキングスペース等，
多様なご希望に対応できます。
詳しくは，Instagramにて。

レンタルスペースをご利用ください


