S.E.I.の新しい学習スタイル
選べる！
ＬＩＶＥ（ライブ授業） or Zoom（オンライン授業）
「Zoom(オンライン)授業」は生徒の学校生活のスケジュールに合わせた授業スタイル。
部活動などが忙しく、通塾による体力負担を軽減でき、平日の帰宅後に慌ただしく塾通い
する必要もありません。帰宅後夕食をとり、集中力が増した余裕のある時間に受講するこ
とが可能になります。ライブ授業は、直接先生と声を掛け合いながらの授業になります。
家よりも塾に来て先生や友だちと授業を受けたいという生徒はライブ授業で受講してくだ
さい。
（その日の都合に合わせて、ライブ・Zoom を選ぶことが可能です。）

新しい学習スタイルにはこんな効果がある！
❶ 生徒各自のスケジュールに合わせて学習ができる。
❷ チャット機能を使って個人的にわからない問題も質問しやすい。
➌ 家にいてもライブ授業と同じ授業が受けられる。

Q：オンライン授業でコミニュケーションはとれますか？
Answer：当教室では、既に出来上がっている「動画授業」を配信しているのではなく、“教
室でのライブ授業”をそのまま、オンラインで参加することができます。理解度はライブ
授業の講師がその場で確認することはもちろんのこと、
「チャット機能」により、みんなの
前では質問しにくい内容もその場で質問できます。授業前後でも、オンラインを通してコ
ミュニケーションを十分にとっております。

Q：自分の子は「オンライン」と「ライブ」どちらが向いていますか？
Answer：
遠隔地にお住いの生徒、学習が自己管理できる生徒は「オンライン」学習が向いておりま
す。通塾によるリスクや、時間を「オンライン授業」で軽減していただければと思います。
また、自宅ではどうしても集中して問題を解くことができない生徒は「ライブ授業」の方
が向いているようです。お子様の状況に合わせて、選択が可能です。
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小学生クラス

小５生・小６生

『少人数制指導』 『集団個別型指導』
学力と学習習慣の基礎を固め、中学での学習に備えます。
１クラス１０名以下の少人数で指導します。
中学進学後に伸び悩む原因となる「基礎力」と
「学習習慣」の両方を身につけることを目標にし
ます。ただ覚える「暗記型」の学習ではなく、「な
ぜ」の部分を大切にし、また、学習の意欲や関心
を高める授業を行います。

国

語

算

算数は、解答を出すためのプロセスが重要
です。その点を重視した計算過程や考え方
を丁寧に指導していきます。また、小テス
トに向けて勉強する習慣を身に付け、再テ
ストでは復習する大切さを身に付けてい
きます。計算や文章題・図形の問題を幅広
く学習していきます。算数の基礎をしっか
り固めたい人は、小学生クラスで算数を得
意科目にしましょう。

国語は「全ての教科の土台」と言われる重
要な教科である一方で、中学生になると、
どうしても後回しにされてしまう教科で
す。小学生クラスでは、ただ問題を解くだ
けではなく「読む楽しさ」、「書く楽しさ」
を重視し、積極的に国語に取り組む子供た
ちを育てていきます。また、毎回の漢字テ
ストや宿題を通して勉強習慣も身に付けら
れます。

小学生コース

数

～ 授業の流れ ～

●宿題チェック：その日の内容を完全理解するために、宿題の提出は必須です。
●確認テスト ：国語は漢字テストを実施します。

●宿題チェック

●解説授業
●演習

●確認テスト

●解説授業

●演習

●次回の宿題確認

： 生徒の理解を確認しながら授業を進めていきます。自発的な発問も促します。
： 多くのアウトプット（演習）を授業に取り入れ、集中して解く力を身につけます。
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A D V I C E
「宿題を積極的に取り組める。」学習習慣は学力のアップの源です。
毎回の授業で宿題・小テスト・再テストを行います。この毎回のテストに向けての復習と
解き直しがまさに「学習習慣」です。初めは声をかけていき、だんだん言わなくても机に向
かっていれば学習習慣が身についたことになるでしょう。中学生になると、これが身につい
ている生徒とそうではない生徒で大きな差が生まれます。小学生のうちから当たり前のよう
に机に向かう姿勢が身につくと、中学での成績の伸びが格段に違います。

小学生クラスの実力テスト

進研テスト

公立中学へ進学する生徒対象の学力テストです。
基本的な学習内容に加え、思考力・表現力も試すことができます。
各季節講習後に、学期、学年ごとの理解度を確認しています。
「基本は定着しているのか？」「応用力はついているのか？」など、
お子様の学習の定着を確認すると同時に、苦手な分野・単元も確認する
ことで、次回のテストの目標も設定できます。思考力や表現力の内容も
入った学校のテストとは違うテストで実力を試します。

CHECK!

S.E.I.の「体験型」学習

サマーキャンプ
（対象：小４～小６）
夏期講習期間

サマーキャンプは毎年生徒が楽しみにしているもっとも人気があるイベントの一つです。
自然観察の他、グループ活動や飯ごう炊さんなども体験できます。１泊２日のキャンプで、
夏休みの思い出をたくさん作りましょう。
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高校受験科

中１～中３生

勉強を通じて『ポジティブな精神』を身につける。
S.E.I.東大アチーブは、心体力の精神の一つである、
「希望を持つ」心を育み、
授業を通じて何事にも前向きにチャレンジする生徒を育てていきます。

「受験の時に必要なのは、Positive に考える強い精神力。」
S.E.I.東大アチーブは、〝受験や日々の学習を通して、強い精神力を育
てる″という使命感のもとで指導しております。
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中学部の
学習システム

中１から５教科指導
中１から国数英理社の５教科を指導しております。
千葉県の高校入試では県立入試はもちろん、私立入
試においても５科が導入されております。志望校を
突破するためにも５科のバランスが取れた学習が不
可欠です。

中学１・２・３年生

万全の中間・期末対策
千葉県入試では、本番の筆記試験に内申点が加点さ
れます。そういう意味で学校の定期試験は重要です。
日々の学習習慣を身に付け、目標に向けての学習計
画を立てることも中間・期末テストを通して指導し
ています。

受験に向けての実戦力強化と
内申対策

志望校別クラス編成
生徒にあった授業や問題演習は、志望校に合格する
ためのカギを握ります。また、同じ志望校を目指す
生徒が集うクラスでの授業は、集団授業としてのグ
ルーブ感がつくられます。

授業 ➾ 宿題 ➾ 演習テスト
授

業

演習テスト

生徒が能動的に授業に取り組めるよう
にしています。導入・演習・解説のす
べてにおいて、生徒の自発的な学習姿
勢を引き出していきます。また、最新
の入試傾向をつかみ、単なる暗記では
なく、記述力や思考力も養います。

宿

題

集団授業の場合、心配なのは、
「理解せ
ずに先に進んでしまうこと」でしょう。
授業の範囲の中から、毎回宿題を課し
ております。学年や単元にはよります
が、１教科３０分から１時間程度の量
を課し、提出して頂きます。
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効率の良い学習とは「考える」「理解
する」
「解く」のバランスがとれた学習
です。自分の力で解く（output）にか
ける時間も重視し、週ごとの復習とし
て演習テストを授業として取り入れて
います。基礎が固められ、応用力も身
に付きます。

『５教科対応型』時間割
部活と勉強を両立させたい。
そんな君にぴったりの時間割です。

■時間割（例）※各校舎で配布する時間割をご確認ください。
中学１年

中学２年

国・理・社

月

指導教科・内容

火

数・英・演習
数・英・演習

木
金

2 科（数・英）
、５科の選択制です。

《テスト》演習テスト
数学・英語についてをは演習テストの

数・英・演習

水

《教科》国・数・英・理・社

中学３年

国・理・社

国・理・社

土

※上の表は 2020（後期）中央校（中２はＳＪクラス）の例です。

時間を別に設けております。

週２日（５科生） 週１日（２科生）
理解に必要な授業時間と十分な演習時間を設けています。

『国語力』の強化

授業での解説に加えて、演習テストでも正答率の低い問題を

「記述問題対策」「作文添削」

中心に解説授業を行い、理解の定着を図ります。

中間テスト・期末テストの点数の伸び悩み主
な原因は、「読み解く力」と「表現力」。作文な
どで点数を落とすことはありませんか？
全教科に必要なのは、「国語で考え書く力」
つまり「国語力」です。Ｓ.Ｅ.Ｉ.東大アチーブで
は、中間テスト・期末テスト対策に加え、国
語指導も充実しています。

ＷＥＢ
授業

特に、数学・英語の苦手な生徒は、繰り返し授業と演習を
行うことで、徐々に基礎力が身についてきます。

授業開始も部活動との両立も可能な時間です。
19:15 開始 21:30 に終了します。

授業を欠席した場合は、録画した授業を自宅で視聴することができます。
塾で視聴する場合は、タブレッや PC を使って動画を見て、実際の授業
を受講することができます。
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千葉県公立入試から最難関（国・私立）校受験まで、第一志望合格を目標に指導します。

それぞれの志望校合格に向けて…

ＳＪクラス
【目標校】 最難関公立校 ： 県立千葉・県立船橋・千葉東・佐倉・薬園台 など

最難関私国立 ： 渋谷幕張・市川・昭和秀英・都内国立 など
中学内容にとどまらず難関校合格に必要な応用力を身につけていきます。
難関校の過去問を授業で取り入れ、入試の実戦力も身につけていくクラスです。
中１・中２
学校の進度よりも早く授業が進
みます。基本を確認したうえで、
応用問題にチャレンジしていき
ます。駿台模試を受けながら実
力の推移をみていきます。県立
レベルにとどまらず、難関私国
立入試を見据えたカリキュラム
で志望校合格への準備をしてい
きます。勉強の質・量ともに高
く目標を設定します。

中３（受験生）
受験学年は、２学期から受験対
策を行います。渋谷幕張はじめ、
千葉県最難関の私立高校を突破
するには、約半年の過去問演習
が必要になります。通常授業以
外に９月からの「入試特別講座」
で徐々にハイレベルの問題を解
く力をつけていきます。県立入
試では、千葉・船橋などの最難
関校合格を目指し、入試では９
割以上の高得点を目指します。

ＭＳクラス
【目標校】 県内公立校 ： 船橋東・八千代・幕張総合・国府台・成田国際 など

県内私立校 ： 日大習志野・成田・八千代松陰・千葉英和 など
中学内容を柱に、中間期末テストで高得点を目指し高い内申点を目指します。
千葉県立入試に対応できる授業内容で、基礎力を固めたうえで思考力を養います。
中１・中２
学校の授業の予習になるよう、
尐し先を進みます。また、中
間・期末テストでは高得点がと
れるよう、基礎がしっかり定着
する授業内容になります。単元
ごとに理解を深めた後で、最近
の入試傾向に合わせ、
「思考力」
「表現力」「記述力」なども身
につく指導を行っていきます。
これらの授業を通して受験勉
強の土台が固まります。

中３（受験生）
夏までは、部活動と勉強を両立
させ、部活動引退と同時に本格
的な受験勉強に入ります。まず
は苦手単元を克服できるよう、
入試頻出問題の中でも特に苦手
な人が多い問題を中心に基礎か
ら復習していきます。また、基
礎が身についた後で、志望校レ
ベルの得点力がつくように、実
戦問題演習も増やしていきま
す。

6
年に３回（季節講習講習前後）クラス分けを行っております。

入試対策

入試対策
『特別講座』
秋から始まる
受験生のための
合格までの Success Road
～ ９月開講 ～

部活動中心の生活を送ってきた中３生が
本気で勉強と向き合う秋。
「第一志望はあきらめない。」
入試対策「特別講座」で志望校合格を
ぐっと近づける。

入試対策『特別講座』

受験生のＢｉｂｌｅ

■最難関校対策クラス（ＳＪクラス対象）

『知識の書』

最難関校レベルの問題演習と解説授業を行います。
受験期に向けて尐しずつレベルを上げていき、ハイレ
ベルの問題に対応できる実戦力をつけていきます。

受験生の強い味方「知識の書」。５教科に必要な

【教科】国語・数学・英語 （難関校対策「理科・社会」
）
【授業時間】９０分授業、数英：各６講座
国理社：４講座/月 （理社：選択制）

知識が満載のオリジナルテキストは、受験生が
常に携帯し、日々知識事項をチェックし、受験
勉強に役立てています。入試直前の最終チェッ

■難関校対策クラス（ＭＳクラス対象）

クにも使用しています。
難関校レベルの問題演習と解説授業を行います。
八千代・船橋東など偏差値 60 以上の高校合格を目指し
ます。日大習志野などの難関私立高校にも対応します。
【教科】国語・数学・英語（理社 11 月以降開講）
【授業時間】９０分授業、国数英：各４講座/月

※2020 年度例

合格へ導く場所

充実の自習スペース

SEI 東大アチーブの受験生のほとんどは「自習室」で受験勉強のための
十分な時間を確保しています。他の受験生よりも多くの問題に触れ、問
題と格闘してきた結果、多くの受験生が合格を手にしています。

東アチ受験生の 1 日(平日)
●質問
●自習開始
16:00～
17:00～

●夕食
18:00～

●自習再開
18:30～

●帰宅
21:30
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テスト対策

中
中１
１～
～中
中３
３（
（１
１学
学期
期）
）ま
まで
で実
実施
施

千葉県立入試における内申点は数値化されて入試の得点に加算されます。

中１から入試は始まっていると言えます。

『中間・期末テスト対策で内申点アップを目指します。』
志望校に合格するためには、学力テスト
で点数を取ることはもちろんですが、内
申点を取ることが合否に大きく影響を与
えます。また、私立高校入試においては、
内申点によって受験校が決まってくる場
合があります（事前相談による安全校確
保）
。中１から内申点を取るための指導も
行って、入試の準備をしております。

Point.2

Point.1

計画を立てて実行に移す。

テスト２週間前から、テスト対策期間になり、
通常授業がテスト対策授業になります。個別に
わからない問題も質問できるようにし、テスト
に向けてしっかり仕上げていきます。演習の時
間や自習室などでテスト直前の２週間前から
計画的に学習を進めていくように学習指導を
行っています。

豊富なテキストで万全の準備

Point.3

テストに出題されやすい問題を絞り込んだ
『対策プリント』やテスト範囲のテスト演習
プリントを使ってテストに向けて仕上げてい
きます。中学ごとに配布しますので、与えら
れた教材を仕上げていけば中間・期末テスト
の点数をしっかりとることができます。

個別アドバイス

授業前後の時間を使って講師が一人一
人に声をかけていきます。前回のテスト
の反省点を活かして、毎回のテストに臨
めるように個別にアドバイスをしてお
ります。苦手教科の勉強法なども具体的
に伝えていきます。成績不振の生徒は補
習を行うこともあります。
暗記カード

理科・社会の暗記事項は
カードで配布しています。
カードを使うと楽しく、
効率的に覚えることがで
きます。

●３週間前
進度表に合わせて学
校のワークから開始
します。学校の範囲が
決まる前に、塾で習っ
た箇所は先に進めて
おくようにします。
テストに向けてのモ
チベーションも上げ
ていきます。

●２週間前

●１週間前

学校のテスト範囲が
決まると同時に、塾の
対策授業が始まりま
す。宿題もテスト範囲
の宿題になりますの
で、テスト期間はテス
ト範囲の勉強に集中
することができます。
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中学校のワークで基礎
を固めてから、塾で配
布しているワークやプ
リントを中心に仕上げ
ていきます。２週間前
に基礎問題ができるよ
うになった生徒は応用
問題も解きます。

●直前対策
国語の「聞き取りテス
ト対策」英語の「リス
ニング対策」などを行
います。ワークなどの
×直しを行い、テスト
範囲の完全理解を目
指します。理解度が思
わしくない生徒は補
習も行います。

受験まで
完全
サポート

年間スケジュール・季節講習
● 中学１年生

中１では中学校の生活のリズムにいち早く慣れ、自分の学習ペースを築き上げることが大
切です。先行したカリキュラムで進み、学校の勉強にゆとりをもって臨むことができます。

● 中学２年生
中２は、学校生活にも慣れ「中だるみの学年」と言われています。高校入試では２年生の
単元から多く出題されまので、授業や個別アドバイスを通して、１年後の入試を見据えた
指導を行っていきまます。

３月

４月

５月

６月

７月

春期講習

８月
夏期講習

前 期
１学期の先取り学習

９月

中間テスト

期末テスト

塾：実力テスト

塾：実力テスト

【中２】

【中１】

１０月

１１月

１２月

１学期の総復習
塾：実力テスト

１月

２月

冬期講習

後 期
中間テスト

期末テスト

学年の総復習
塾：実力テスト
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学年末テスト

● 中学３年生
夏までは、中３の１学期内容の完全理解を目指します。本格的な受験勉強はいよいよ夏か
らです。秋以降の授業や「特別講座」では、演習量を増やして実戦力をつけていきます。
冬期講習が近づくと、志望校合格に向けて、やる気も成績も一気に上がってきます。
３月

４月
春期講習

前 期

５月

６月

７月

中間テスト

期末テスト

夏期講習

１学期の先取り学習

中学内容総復習

塾：実力テスト

９月

１０月

入試特講開始

後 期

公立校説明会

１１月

１２月

塾：実力テスト

１月

２月

保護者面談
中間テスト

冬期講習

期末テスト

入試直前対策

スクールフェア

会場模試

季節講習

８月

会場模試

高校
入試

会場模試

➤春期 ➤夏期 ➤冬期

講習は、年間を通じて、春期講習・夏期講習・冬期講習の 3 回実施されます。
講習では、各学期の内容を総復習し、学習してきたことを実力として定着させます。
また、不得意箇所をつくらないために全般的な復習をおこないます。この“学期ごとの総
復習”が受験を意識した重要な準備といえます。春期講習は予習箇所が中心です。
●季節講習は年間のカリキュラムの一環としておこなわれるので、塾生は全員参加となります。

受験生の季節講習
中３生にとっての季節講習は特別です。講習での頑張りが直接受験校
合格につながっていくからです。S.E.I.東大アチーブでは中３生のため
の受験特訓を講習内容に組み込んで、受験指導を行っています。

◇ 夏期講習の特別講座（例）◇
苦手な単元・分野だけ克服！「単科講座」
「弱点英文法講座」「数学図形完成講座」他
◇ 冬期講習の特別講座（例）◇
入試に向けての最後の仕上げ「テストゼミ」
プライバシーポリシー（個人情報保護方針
入試直前！「理科・社会特訓」
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実力テスト・会場模試・英語検定
進研テスト
（テスト結果・宿題提出状況

（豊富なデータをもとに分析している進学研究会の実力テストを実施しております。）

Point . 1
現在の実力を知り、実戦力をさらに鍛える。
定期テストは、小５生から中３生までを対象にしたテストです。進学研究会の豊富なデ
ータと個人成績を照合した成績資料（総合成績・科目別・単元別成績・志望校判定）は、
現在の学力を正確に知り、入試本番での実力を鍛えていく確かな指針となります。

Point . 2
季節講習ごとの実施で、実力の定着度を確認。
小学生、中１・中２は年３回の実施、中３は年６回実施されます。１回ずつのテストに
しっかり準備して臨めるように、季節講習ごとに実施しています。したがって、 講習
での努力の成果をみることができます。

過去のデータ比較による志望校判定

成績の変動を追うことにより
今後の課題と目標が立てられます。
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中３生の
会場模試

千葉県立

『

そっくり模試

』

千葉県立入試を想定した問題による、志望校の合否判定を実施
千葉県内最大の模試でデータ分析

入試本番に向けて万全の準備

「そっくり模試」は千葉県立入試の出題傾向に合わ
せて作問された模擬テストです。合格の可能性がわ
かる合否判定のほか、正答率グラフから各単元の弱
点箇所がわかります。保護者面談ではこの成績表を
もとに、志望校を検討していきます。

会場模試の重要な点は、模試の成績表や合否判定
だけではありません。本番のシミュレーションの
場として活用しています。
「時間配分」
「ケアレス
ミス対策」など、入試本番で意識すべきことも模
試で練習を重ねていきます。

SJ クラスの模試（テスト）です。
最難関校受験のための

ハイレベル、かつ良質の問題は、最難関校

駿台模試

受験者には最も重要なテストと言えます。
中１から駿台模試を受験します。最難関校の受験
者は、早い段階で上位の意識を持つことが重要で
す。また、塾での SJ クラスの授業内容の理解度
を確認するためにも、年間を通して駿台テストを
取り入れています。中３の夏までは、塾内で
実施しますので、部活動や行事等で忙しい人もテ
ストを受けることができます。

難易度の高い問題
本物の実力を身に付け、
高校入学後も見据える。

中１・中２（国数英）
４月

中３

駿台模試年間予定
公開プレテスト
第１回

第１回

５科

８月

第２回

第２回

５科

第３回

５科

第４回

５科

第５回

５科

第６回

５科

９月
１０月
１１月

第３回

１２月
１月

千葉県の最難関私立高校入試が
『５教科型』入試へ

国数英

６月

県立入試は５教科ですが、千葉県の最難関私立高
校も５教科型の筆記試験が増加しています。
今後。理科・社会においても駿台模試レベルの学
習が合格のポイントになってきます。

第４回

生徒にあった授業や問題演習は、志望校に合格するためには重要な
カギを握ります。また、同じ志望校を目業は、集団授業としてのグルーブ感がつくられます。

英検

第１回：６月、 第２回：１０月、 第３回：１月

S.E.I.東大アチーブは英検の準会場です。

まさに「国際化」の昨今、
“英検”は級を取得する目的以外に高校受験や大学受験においても、
2 級や準 2 級などの取得者に関して優遇を行なっています。また、大学入試改革により、英検を
始め、TOEIC や TOEFL などの級やスコアを取ることが不可欠の時代となりました。
英検の準会場としてだけでなく、真の英語力を育成していきます。

塾生は『面接対策（オンライン）』を無料で行っております。
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サポート体制

Support for Parents ＆ Students

保護者会 ・ 保護者面談

効果的な学習や成績向上のため
には、生徒・保護者・塾の３者が
一体となっていることが重要で
す。さまざまな情報共有・相談の
中から、今後の学習の指針が見
出されます。中３生の保護者会
や面談は、志望校を決める重要
な会、面談になります。回数を重
ね、進路を決定していきます。

保護者会
■ 入試情報・教育情報

■ 保護者様のための 『心体力』

最新の高校入試情報や教育情報をお伝えしています。
高校情報は、独自の内容を盛り込み、入試に必要な詳
細な情報をお伝えしております。クラスごとの状況や
今後の学習指針などもお伝えします。

学習の意欲を高めるために不可欠なのは、保護者様
のお子様への声掛けと信頼関係です。保護者会を通
じて心体力の柱である「愛する心」「信じる心」「希
望を持つ心」をご家庭でも実践していただくようお
伝えしております。

保護者面談
■ 塾での様子

■ ご家庭での学習状況

授業でのご様子を担当者から説明致します。塾でのお
友達関係、悩みなども共有します。

ご家庭での宿題の取り組みや、かかっている時間、
集中の度合いなど、今後の学習のアドバイスに参考
になるようなことをお聞きします。

■ テストの成績

■ 生活状況の共有

塾でのテストの状況、実力テストの成績分析の結果な 学校や部活、習い事などの両立は生徒の学習にとっ
どをお伝えします。弱点単元や学習のアドバイスなど て大変重要なポイントになります。それぞれの生徒
も致します。
受験生は志望校に関するお話も致します。 の状況を講師が把握し、生徒指導に役立てます。
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日々の学習報告 【Comiru メール】
対象：高校受験科、小学生クラス（集団）※季節講習期間を除きます。

「塾には通っているけれど塾での学習が把握できない」という不安は、保護者の方々が抱
える不安の一つであると思います。東大アチーブでは、メールまたはラインを通じて学習
報告を行っております。お子様の小テスト結果等をお知らせしております。

入退室メール【Comiru メール】
子供たちの安全を確保するために“入
退室メール”で保護者の方に入退室時
刻をお知らせしております。カードは
入会後にお渡ししております。緊急の
休講の際、イベントやテストのお知ら
せ等もメールでご連絡しております。

塾保険
通塾中また登下校時の事故など
万一に備えて、
「塾総合保険」に
加入しております。

WEB 録画授業
休んでも録画授業を視聴で
きるので、授業について行く
ことができます。ご家庭の
PC からも視聴できます。

新型コロナウイルス等へのリスク管理
当塾では、新型コロナウイルス等の感染病予防

JAC 千葉学習塾協同組合加盟塾

について、お子さまの安心・安全を最優先とし、
S.E.I.東大アチーブは県の許可団体である
「千葉学習塾協同組合（JAC）
」に加盟してお
ります。そこで得られた入試の最新の情報を
いち早く保護者会や面談でお伝えしておりま
す。また、
「スクールフェア」
・
「大学･短大進
学相談会」等、学校の先生と直接お話しする
イベントなども案内しております。
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教室環境の整備・健康管理等を実施のうえ、細
心の注意を払っております。お子様についても、
マスク着用や検温などのご協力を頂くことがあ
ります。また、緊急事態宣言等の政府の要請に
従い、ライブ授業からオンライン授業に切り替
えて実施することもございます。

