
アイ教学舎ＦＧＫ規約 
 
■入塾に関する規定 
① アイ教学舎ＦＧＫ方針および規約をご理解の

上、同意してください。 
② 「入会申込書」「預金口座振替依頼書」を記入

してください。 
③ 入会に関する費用を納入してください。 
以上をもって受講可能となります。 
 
■用語について 
① 本来小学生は「児童」、中学生高校生は「生徒」

と呼ぶところですが、当塾では「生徒」と表

現する場合があります。 
② お子様の学校制度に関わらず、当塾では規約

上５月、９月、１月が各学期の始めとする三

期制とします。面談、施設維持費の節目にな

ります。カリキュラムの開始時期はこれに準

じない場合があります。 
 
■学習効果について 
当塾では NPO アイ教育研究所で開発された教育

工学を基礎とした教育方法を実践しており、統計

的に効果が認められる指導を取り入れていますが、

すべての生徒に効果が現れるものではないことを

あらかじめご了承ください。 
 
■優遇措置 
① きょうだいで通塾する場合、入会金を半額免

除とし、２人目から通常授業を１割引にしま

す。 
 
■施設維持費 
① 自習環境、振替手数料、校舎消耗品、光熱費、

プリント資料費、個人のコピー利用等にかか

る費用です。 
② コピー機の利用は、塾生が塾内で行う学習目

的に限り、１日 20 枚までとします。カラーコ

ピーはできません。家族や友達など塾外の目

的での利用は原則できません。 
③ 学期始めの年３回にご負担ください。学年・コ

ースにより金額は変動します。 
④ 施設維持費の計算は、「月額 800 円×週間通塾

日数×４ヶ月」とします。 
 
■講座変更及び退塾方法 
① 講座変更は LINE にてお知らせください。前

月 10 日以降の場合、翌々月の月謝に追加し

ます。 
② 退塾は退塾届にその旨と理由を書いて前月

10 日までに提出してください。翌月からの退

塾処理をします。なお、お申し込みをいただ

いたテキストのキャンセルはできません。 
③ 10 日を過ぎての退塾の場合は、当月および翌

月の受講費用を返金できません。休会扱いと

し、翌月分を復塾時に差額を清算した上で月

謝として補填します。 
④ 特に申し出のない場合、前月同様の受講とみ

なします。 
⑤ 特に申し出のない場合、該当学年の生徒は次

のように受講するものとします。 
・小学５年生受験生の場合は受験セットを受

講する。 
・中学受験小学６年生は２月休講で、３月か

ら中学生本科英数国受講となります。 
・小学６年生が中学への通常進学する場合は

２月まで小学生本科、３月から中学生本科英

数国（夜）を受講する。 
・通常中学２年の場合は都立一般高校受験セ

ットを受講する。 
・中高一貫校３年生は３月から高校本科水金

土を受講する。 
・高校受験中学３年生は３月休講で、４月か

ら大学入試へ向けての高校本科水金土を受講

する。 
 
■本科年間指導日 
① 本科の年間指導日数は 46 週とします。 
② 月の指導週が 4 週でなく 5 週や 3 週になる月

もありますが、追徴または減額しません。 
③ 行事等の日程で 46 回を下回る場合は、年 5 回

の学習会（月曜）で補填するものとします。 
④ 模試の実施のため、本科で受講していない曜

日に来ていただく場合があります。 
 
■特別講座等の受講 
① 年間カレンダーで特別講座の推奨受講をお伝

えします。推奨受講は目的達成に必要な学習

内容です。基本的に推奨受講をしてください。 
② 小学４年生以上の模擬試験、小中学生の学力

検診（知的発達テスト、語彙発達テスト）は、

特別な理由のない限り受験してください。 
③ 日程都合が合わないなど推奨受講に変更の必

要があれば、実施前の月の 10 日までにお伝え

ください。 
 
■受講料等 
① 月受講料は年間受講料を月割りにしたもので

す。年間一括納入することもできます。 
② 受講料のお支払いは「銀行口座自動振替」にて

行います。 
③ 口座振替が出来なかった場合には「再請求手

数料」として 500 円（税別）が加算されます。 
④ 市販テキストを塾購入する場合は、税込み価

格に送料手数料 1000 円を加算します。 
⑤ トラブル防止のため、校舎では現金を取り扱

いません。 
⑥ 毎月の受講料と口座振替日（概ね月末 27 日）

については毎月 15 日前後に配布する「会員通

信」にてお知らせします。 
 
■遅刻・欠席 



① 遅刻・欠席の場合は、電話またはメールでお

知らせください。 
② 無断遅刻・欠席の場合は、こちらから電話で

連絡する場合があります。 
③ 遅刻・欠席の場合、振替指導は原則としてあ

りません。 
 
■キャンセル 
① 月謝データ送信期限の10日をすぎると受講費

用の自動振替がとめられません。在籍中で期

限をすぎてキャンセルする場合、5000 円のキ

ャンセル手数料を差し引いた額を翌月以降の

月謝で相殺返金します。相殺額が多い場合は、

翌々月以降に持ち越します。 
② 退塾の場合には、キャンセルによる相殺返金

の残金は返金されません。 
③ キャンセルの対象は授業料のみとし、教材・模

擬試験・施設維持費は返金されません。 
 
■器物破損と傷害 
① 教室の器物を破損した場合は、保護者様にお

知らせします。当塾との協議の上、解決して

ください。原則として半額をご負担ください。 
② 他の生徒や講師への傷害や付近住民への被害

が生じた場合は、保護者様にお知らせします。

被害者の保護者様と協議して解決してくださ

い。当塾は関与しません。 
③ 伝染性疾病のときは、他の生徒への伝染罹患

を防ぐため、欠席してください。また、治療

後もしばらくはマスクを着用してください。

着用していない場合は退席させます。 
 
■処分 
① 私語は厳禁です。騒ぐ、ふざけるなど学習態度

に問題がある場合、早退させる場合がありま

す。 
② 受講料を２ヶ月以上滞納された場合は入金が

確認されるまで受講停止とします。 
③ 学習態度が好ましくない場合には退塾処分と

する場合があります。 
④ いじめ、加害、窃盗、付近住民への迷惑行為な

どの勉強以外の問題を起こした場合、退塾処

分とします。 
 
■通信 
① ＰＣアドレス fgk@ai-kyo.jpから電子メールを

受信できるメールアドレスを知らせてくださ

い。通信ができない場合、さまざまなメールサ

ービスを利用できない場合がありますが、免

責とさせていただきます。なお、受信設定に関

するお問い合わせには応じかねます。 
② 塾からの電子メールを理解し、必要な場合は

返信をお願いします。 
③ 保護者様からのお問合せメールへは、なるべ

く早く返信できるよう努力はしていますが、

即日返信できない場合があります。あらかじ

めご了承ください。 
 
■保護者会と面談 
① 特別な理由がない限り、参加してください。 
② 他の家族に配慮して、面談は原則１家族につ

き学期に１度とさせていただきます。急を要

する場合は、ご相談ください。 
 
■災害や伝染病 
以下の場合には、臨時休講や短縮授業を実施しま

す。当塾からの連絡の責はないものとします。電話

によるお問い合わせは、対応できなくなるためご

遠慮ください。また、授業の振替は原則ありません。 
・特別警報 

授業開始２時間前になんらかの特別警報が出て

いる場合は、その日の授業は自動的に休講です。 
・震度５弱以上の地震 

震度５弱以上の地震が起きた場合は、当日は自

動的に休講です。 
・暴風警報または雷警報 

授業開始１時間前に暴風警報または雷警報が出

ている場合は、安全確保のため自動的に休講です。 
・大雪警報 

凍結や交通の乱れや危険を鑑み、授業開始２時

間前に大雪警報が出ている場合は、自動的に休講

です。短縮授業はありません。 
・その他の警報 

基本的に授業を行います。ご家庭で危険と判断

された場合は自主的に欠席としてください。欠席

連絡をお願いします。 
・授業中に警報が発令された場合 

授業中に自動休講をとるべき警報の発令や地震

の発生した場合は、直ちに授業を中断します。なる

べくお迎えをお願いします。ただし、帰宅の安全が

確保できない場合は当塾でお子様をしばらくお預

かりする場合もあります。 
・伝染病 

コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス

など伝染する疾患に自分がかかった場合、家族が

かかった場合、学級閉鎖があった場合は、塾に来て

はいけません。 
勉強できる場合は、欠席連絡時に指示をうけて

自宅で自習してきてください。次回登塾のときに

優先的に質問できるようにします。 
学校の休校など、緊急事態宣言に順ずる場合は、

全員にマスク着用、体温（37.5 度未満）、健康状態

の質問をし、消毒、手洗いを徹底します。協力いた

だけない場合は、入室できません。 
 
■個人情報の取り扱いについて 
当塾では、以下の項目に基づいて個人情報の適切

な取り扱いと保護に努めてまいります。当塾のご

利用に当たっては、当「個人情報の取り扱いについ

て」にご同意頂いたものとさせて頂きます。 
１．個人情報の収集 
 ①契約書に記載された内容(住所、氏名、生年月



日、メールアドレス等) 
 ②塾内・外試験の結果 
 ③出席状況 
 ④各種納入金の内訳とその納入状況 
 ⑤受験の合否結果 
 ⑥塾内外での写真撮影・ビデオ撮影・音声録音等 
２．個人情報の利用 
 ①収集した情報は主に進路指導と講習・特別講

座等のご案内の材料として利用します。 
 ②得点等の情報は、個人が識別・特定できないよ

う加工したものを比較対照として利用・処理する

ことがあります。 
 ③個人の写真等をウェブサイト、入塾案内、広告

等で使用する場合があります。写真の掲載をご承

諾いただけない保護者の方は、写真掲載不許可届

をご提出ください。その場合は、モザイク加工など

で対応させていただきます。塾内での使用につい

てはこの限りではありません。 
３．個人情報の提供 
 ①塾内模試は外部業者に委託しておりますので、

得点や志望校・合否結果などの情報は共用してお

ります。 
 ②当塾が協賛する NPO 法人アイ教育研究所へ、

「２．個人情報の利用」の範囲で使用することを前

提に提供します。 
 ③法的な命令等により情報の提供が求められた

場合。 
４．情報の公示 
 ①「２．個人情報の利用」の範囲で、当塾内外へ

公示する場合があります。 
５．情報の訂正・利用停止・削除について 
 ①情報の主体である本人が訂正・利用停止・削除

等を求めた場合、ご要請に応じますが、媒体の回収

義務は負わないものとします。 
 
※なお、この規約は当塾の現状に合わせて予告な

く改善する場合があります。ご了承ください。 
2021.1.1 更新



-------------------------------------------------------キリトリ------------------------------------------------------ 

退塾届 

アイ教学舎 FGK 宛 

 

本年度塾規約を確認し、以下の理由により、届出日の翌月（11 日以降の場合は翌々月）よ

り退塾します。 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

届出日     年   月   日 

生徒氏名（自筆署名） 

 

保護者氏名（自筆署名） 

       印 

-------------------------------------------------------キリトリ------------------------------------------------------ 

写真掲載不許可届 

アイ教学舎 FGK 宛 

 

受講者本人の写真、動画を WEB サイト、広告などに利用することを許可しません。 

不許可の期限は１年度間とします。 

 

届出日     年   月   日 

生徒氏名（自筆署名） 

 

保護者氏名（自筆署名） 

       印 

 

 


