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難関大学受験LIBERA

塾⾧ 山﨑慎太郎

【新高3生・新高2生】
3学期開講のご案内

2019年度　難関大学受験LIBERA

早いもので、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。

皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

本年は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼を申し上げます。

難関大学受験LIBERAでは、年の切り替わりのタイミングで

現高2生は『新高3生』、現高1生は『新高2生』という呼称にさせていただいております。

今日の厳しい受験状況を踏まえ、少しでも早く先のことを見据え行動してもらいたいという意味を

込めております。そのため特に『新高3生』に関しまして、講座のラインナップが変わっておりま

す。より深く学んでいただくためにも講座の内容を小分けにする必要があり、

英語は「英文法・英文読解」、国語は「現代文・古典」、数学は「ⅠA ⅡB・理系数学Ⅲ」

のように分野別の講座が設置となります。今まで学んできたことを飛躍させるためにも必要ですの

で、どうかご理解いただけますと幸いです。また理科に関してもラインナップが増え、ますます多

くのことが学べるようになりましたことをご報告させていただきます。

また、演習講座として「数学特訓」を講習会だけでなく、通期でも設けます。2時間/1回を合計6回

行います。学んだことをアウトプットする場であり、さらには応用力をつけるために試行錯誤する

場でもあります。

習って終わりではなく、それを生かす力を身に付けるためにも設置いたしましので、どうぞご利用

ください。レベル制限はございません。受講生に合わせて問題を用意いたしますので、学年レベル

関係なく受講可能です。担当は塾⾧の山﨑が行います。

⾧くなりましたが、本年は誠にお世話になりました。

またいろいろとご迷惑をお掛けし本当に申し訳ございませんでした。

新年も難関大学受験LIBERAをよろしくお願いいたします。

何かお困りのことがございましたら、何なりと私山﨑までご連絡ください。

年内は12/31、新年は1/2に塾におります。それでは失礼いたします。



※数学特訓の実施日程･時間は不定期となりますので、必ず次のページの実施予定日をご確認

 ください。時間割の数学特訓はあくまで一例です。

※国語総合ⅠⅡは2月開講となり、3学期は全6回の実施です。
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1.設置講座/時間割/授業日程

①設置講座

英語 数学 国語 理科

新高3

新高3英文読解 新高3数学ⅠAⅡB 新高3現代文 物理基礎

新高3英文法 新高3理系数学Ⅲ 新高3古典 化学基礎

数学特訓 生物基礎

新高2

新高2東大英語 新高2東大数学 国語総合ⅠⅡ

新高2英語スタンダード 新高2数学スタンダード

数学特訓

物理基礎

化学基礎

生物基礎

※数学特訓以外の講座は､1回80分となります。数学特訓1回120分の演習講座となります。

※3学期の授業回数は、1月3回､2月3回、3月3回の計9回となります。ただし、数学特訓は異なりま

すのでご注意ください。詳しくは、授業日程のところをご覧ください。

②時間割

日 月 火 水 木 金
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※ 実施予定時間

1/25(土)：14:00～16:00

2/8(土)：14:00～16:00

2/16(日)：13:00～15:00

2/28(金)：18:30～20:30

3/14(土)：14:00～16:00

3/19(木)：18:30～20:30

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1

③授業日程

日 月 火 水 木 金

1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17

土

1/18

1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25

2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8

2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15

2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22

2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29

3/4 3/5 3/6 3/7

3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14

3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21

休講週

2月

①

②

③

3月

※ の部分は、数学特訓実施予定日となります。

1月

①

②

③

①

②

③

3/1 3/2 3/3



〔２〕基本受講料

プロ講師

学生講師

¥42,600

¥21,800

¥12,800

¥20,000

今学期より当塾に入られる方は、入学金をお支払いいただいております。ただし、LIBERA塾生か

らのご紹介や申し込み受講数によってはその限りではございません。

¥12,800

※数学特訓の実施日程は他の講座と異なりますのご注意ください。詳しくは前ページの実施

 日程でご確認ください。

※複数講座を受講される場合は次のページの〔3〕をご覧ください。

1講座
80分×3回分

数学特訓
120分×2回分

個別指導
80分×3回分

ひと月分の
実施回数

1講座当たりの受講料(税込)

〔１〕入学金

2.諸費用に関して

3学期
入学金

※1 以下のいずれか一つ該当する場合は、入学金¥20,000⇒¥０(無料)となります。

・ LIBERAの塾生もしくは関係者からのご紹介の場合

・お申込み講座数が3講座以上かつ1月～3月分の受講料をご一括でお支払いいただく場合

・以前LIBERAで体験授業を受けられた方

※2 以下の場合は入学金¥20,000⇒¥10,000(半額)となります。

・申し込み講座数が2講座以上の場合



〔受講例〕

・新高3英文法/新高3英文読解/新高3現代文/新高3古典の4講座を受講の場合

  1カ月分のお支払いの場合         ¥41,000

  1~3月の3カ月分一括お支払いの場合     ¥113.000

      2･3月の2カ月分一括お支払いの場合    ¥76,000

・新高3英文法/新高3英文読解/新高3数学ⅠAⅡB/新高3理系数学Ⅲ/物理基礎/化学基礎の

 6講座を受講の場合

  1カ月分のお支払いの場合        ¥49,800

  1~3月の3カ月分一括お支払いの場合      ¥129.000

      2･3月の2カ月分一括お支払いの場合     ¥89,000

複数の講座を受講される場合は、以下の表のとおりとなります。

〔３〕複数受講の受講料

受講講座数 1カ月 1～3月分一括 2･3月分一括 3月分

3講座
¥32,000 ¥89,800 ¥59,800 ¥32,000

通常 ¥38,400 通常 ¥115,200 通常 ¥76,800 通常 ¥38,400

4講座
¥41,000 ¥113,000 ¥76,000 ¥41,000

通常 ¥51,200 通常 ¥153,600 通常 ¥102,400 通常 ¥51,200

5講座以上
¥49,800 ¥129,000 ¥89,000 ¥46,800

通常 ¥64,000 通常 ¥192,000 通常 ¥128,000 通常 ¥64,000



※恐れ入りますが、振込手数料はお客様負担とさせていただきます。

③お支払い確認に関して

　お支払いの確認が取れ次第、領収書を発行いたしますので、そちらでご確認ください。

１月分のみ
1~3月分ご一括
2月分のみ

2･3月分ご一括

3月分

お支払い期日

1月31日(金)

2月21日(金)

3月19日(木)

3.講座追加・取り止めに関して
①講座の追加

②講座の取りやめ

・必要書類:取り止め届け（保護者様の署名・捺印必要）
・手続き期限:受講講座開始2週間前まで

期間途中でも講座を追加することが可能です。
・必要書類:追加届け（保護者様の署名・捺印必要）
・授業料に関して:手続き時点での残り授業回数分をお支払い

4.授業料のお支払いに関して
①お支払い時振込口座のご案内

　授業料のお支払いは振込とさせて頂いております。お支払い時の当塾口座につきまして、
以下の通りご案内させて頂きます。

銀行名

支店番号

口座名義

りそな銀行

543

支店名

口座番号 普通 1374363

北小金

合同会社LIBERA〔ド）リベラ〕

②お支払い期限に関して
　下記表に記載されている期日までにお願い致します。お支払期日から７日間経過した際、当方にてお
支払い確認ができない場合、お電話またはメールなどにてご連絡させて頂く場合がございます。
どうかご了承下さい。



※こちらが塾生専用のQRコードとなりますので、ホームページのQRコードは読み込まないようにお願いいたします。

5.テキスト配布に関して
　講座によって、当日配布またはメールにてPDFデータで配布いたします。
PDFでの配布の場合は、授業前までに各自でプリントアウトしてくるようにお願いします。

※当塾のメールアドレスは、libera.nankan@gmail.com となっております。

※コピーに関して、当塾でも承っています。モノクロ全サイズ1枚10円となっております。

　お友達・ごきょうだいの紹介で入学された方と、その紹介者の方(現在LIBERA塾生)にはそれぞれ図書カード
2,000円をお贈りいたします。また、ご紹介で入学された方の入学金は０円(本来20,000円)となります。

※図書カードは、ご紹介で入塾された方が〔2講座以上受講〕かつ〔受講開始から9回受講〕が条件となります。

6.友人紹介特典

7.LINE@のご登録のお願い
　難関大学受験LIBERAからのお知らせ・教育に関する情報・緊急時の連絡などを発信いたします。ぜひ下記の
QRコードよりご登録くださいませ。



8.災害・悪天候時の対応について

　難関大学受験LIBERAでは、政府・関係省庁からの情報を元に、生徒の身の安全を第一に対応いたします。
災害・悪天候により授業が休講になる場合には、LINE@またはご登録いただいておりますメールアドレスにご連絡
差し上げます。

※メールの場合は，libera.nankan@gmail.comよりお知らせいたしますが，　可能な限りLINE@のご登録をお願いいた
します。

　休講に該当する災害は以下の時といたします。
①地震・・・震度5以上
②台風・大雪・・・関連する警報の発令を受け、新松戸駅に通ずる交通機関が麻痺
③その他・・・生徒の身の安全が著しく脅かされるような状況
※上記はあくまで基準であり、授業可能と判断できる場合には行うこともございます。

　また、LIBERA塾内に居て、災害にあわれた場合は
・塾内が安全と判断した場合・・・塾内にて預からせていただきます。
・塾内が安全でないと判断した場合・・・生徒とともに松戸市指定の緊急避難場所に避難いたします。

決して1人で帰宅させるようなことは致しません。保護者の方が必ずお迎えにいらしてください。それまではこちらで責任を持って
預からせていただきます。
※難関大学受験LIBERA周辺の緊急避難場所は『新松戸中央公園』となります。


