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２０１４ 保護者総会 ３年計画最終年
『効率的一斉授業＋自立型個別指導
の相乗効果を実現する!! 』
３/22（土）23（日） 10:00～12:00
育誠学館１Ｆ（アースルーム）
学校の勉強が分かるようになるには、授業を活かせる考え方を
理解することがスタートです。保護者の皆様がその理論を知って
いれば子供のアドバンテージになります。良い習慣が定着するよ
うに、毎週訓練するのは教育サービス業者の使命です
高等部

数英センター試験対策解説授業！＋個別サポート!!
～オンライン予備校“受験サプリ”の活用～

中学部

テスト対策 スマートに活用しやすくなります!
自立型個別指導 更に洗練させていきます

２月号
Feb.
新中学１年生が間もなく定員（１７名）
に近づきそうです。少しずつ地域の皆様
にいくせい塾＆育誠学館の方向性をご
理解頂けていること、心より感謝致して
おります。また皆さまのご期待に添える
べく、今からが正念場となることを肝に
銘じております。保護者の皆さまから大
切なお子様を託して頂いたお返しに、
①何といっても学力を高め・成績を上
げる ②希望する進路に進むために必
要な知識・経験・教養を高める ③大
切な人格として尊重され、価値ある情
報を修得できる の３点を達成課題と
考えております。お互いの信頼関係を更
に構築できるように、人・時・空間を大
切に過ごしたい今日です。
（館長）

・大好評！Emmanuel 先生の実践英会話 毎週火曜日
小学部

5.3～5

・一九一九＆岩波ﾒｿｯﾄﾞ ゴースト暗算で楽しく計算！

From

Nigeria

Skype を使った小学実践英語の授業を担当して頂いている
ナイジェリア人の Emmanuel 先生が来塾されます。
京都小旅行・英語授業・Debate 等企画中です！………………
…………………………………………………………………………

※詳細等、是非 HP“育誠学館”で検索して下さい！

学年末テスト対策
2/ 18 （火）過去問模試
19 （水）20 （木）英数確認テスト
21 （⾦）〜過去良問ＢＤ解説

真歩先生のコメント
武庫川女子大学一回生

２M『乗法公式と因数分解』３/8（土）
１M『平面空間図形』 ２/15（土）
６M『正負の数 C』
２/10（月）
６M『文字式 C』
３/31（月）
２E『比較 CB』
２/ 8（土）
１E『過去形』
３/ 22（土）

アメリカ留学より帰って来
て約一か月間、授業をさせ
て頂いたり、授業補助や個
別解説で参加させて頂いた
りしています。
塾生の皆さんとは、ほとん
ど私は初対面ですが、「留学
楽しかった？」などと声をか
けてくれる子がいたりして、
毎回塾に来るのが楽しみで
す。授業をわかりやすくやっ
ていくと同時に、勉強するこ
との大切さや面白さを伝え
ていけたらいいなと思ってい
ます。これからもよろしく
お願いいたします。

達成テスト

学館南面に球根が芽吹き春の気配

（注意）お迎えご苦労様です！
・出口すぐ前は、安全の為駐車しないで下さい
・エンジンを切ってお待ち下さい
・停車・発車時のエンジン音へのご配慮もお願いします

いくせい塾すぐ前（西）の道は通学路につき pm1:00～4:00 は車での通行禁止ゾーンになっています。お気をつけ下さい！
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保護者総会のお知らせ

【日程】

3/22（土）
・23（日）10:00～11:40

【場所】

育誠学館１Ｆ（アースルーム）

〔主な内容〕いくせい塾が提供できる最高の教育サービスの姿を伝える
一般人の将来の選択肢がこんなに増えた時代は、歴史上過去に経験したことがありません。スポーツ
で成功すれば大金持ちになれる、それも色物ではなく職業として尊敬されたりする。子供たちはプロサ
ッカー選手になりたいとか、堂々と将来の夢に書く。また、NHK のドキュメンタリーでは、アジアの
成功者のエッセンスを詳細に教えてくれる。英語の番組も本気で見ればしゃべれるようになる。奨学金
の情報もインターネットで調べることができる。世界の一流大学の授業も、アフリカの片田舎でも無料
で聴講することができます。生まれが貧乏だとか、親に教養が無いとか、そんなことは今の時代には言
い訳にならなくなっています。その人のやる気次第です。グループで群れないイチロー・中田・本田は
これからの日本人の見本となると信じます。
人それぞれであり、能力も違うし、考え方が違う。もちろんやり方が違ってくる。では、群れること
が学力養成の最大の妨げになると主張する“いくせい”は、なぜ一斉授業を復活したのか？ それは、
一部の本田のような価値観の生徒と多くのテスト前まで本気にならない生徒たちの構図を、改革以前の
いくせい塾に見たことです。並の日本人の姿勢ではないか？ わざわざお金を出してまで来る値打ちが
あるのか？ 現場の声を聴くと、家では勉強しないし、親子関係も良くない、塾に預かってもらうこと
で月謝を払っているケースが予想以上に多かったのを思い出します。
理想の塾生像は、…
一斉授業を受けずに、授業ノートを自分の計画のもとで理解しながら進め、分からない所が少なけれ
ば個別指導の先生に質問して、多ければ BD 教材を繰り返して使いながら理解していく。達成テスト前
に、確認テストを予行演習として済ませて、時間配分や理解不十分な問題を本番さながらに演習練習す
る。授業ノートは CB ともに一斉授業より早く済ませて、ワークの良問を自分で選択したり、先生のア
ドバイスを参考にしたり、過去良問である A 問題をできるだけ進めて定期テストのアドバンテージを作
っておく。達成テストは全員参加が義務だが、CB ともに１枚で合格することを価値に準備をする。な
ぜなら高校入試は１回勝負で、やり直しは無いからです。ただ、ギリギリになってしか動かない多数の
生徒のためにペースメークをしてあげなければならない現実からスタートしなければなりません。
意識改革を本年度の課題としております。保護者の影響が、どれだけ子供に大きいのか実感しており
ます。説明会ではお役に立てるように今より準備を進めて行く所存です
（オーナー）

中学生準備コース

後期生募集！！

2/7 (金) Start!!

◆Curriculum

スキルアップ content

回

日

数学

英語

1

2/7

ガイダンス

ガイダンス

2

2 /14

『正負の数』 攻略法

中学英語を知る

色分け線引き 線を引くだけでその場で覚えられるコツを教えます

3

2 /21

数直線,負の数 意味

アルファベット

評価・解説記入 テスト調べがし易くなるように普段から準備します

4

2 /28

絶対値、数の大小

単語①（食物）

暗記テスト 調べ方から、間違いの覚え方を教えます

5

3/7

加減法（同符号）

単語②（植物）

学力アップメモ 成績を上げるテクニックと思考法を教えます

6

3 /14

加減法（異符号）

単語③（動物）

過去良問 学校テストの良問を参考に改訂した問題を演習します

7

3 /21

乗法、逆数

単語④（建物）

テスト対策ﾉｰﾄの作り方 過去良問の演習後のまとめを作成します

8

3/28

達成テスト

単語テスト

達成ﾃｽﾄの受け方 時間内に合格する集中の仕方を問いかけます

授業の受け方・タブレット使用 等

テスト対策

スマートに活用しやすくなります

いくせい塾で成績を上げるなら、テスト対策は参加すべき！！
① 対策は、５科目 25 題の一斉模擬テストで１週間前スタート！
② 主要 5 教科“これだけ５問”は、神吉事務長が選択作成します
範囲のど真ん中を１週間前に３題、残りの２題はテスト範囲を確認してから
更に良問選択します
③ 目標は、全員が全教科学校平均点以上のレベルを達成すること
授業ノート・確認テストを編集した基本対策講座を、館長が主催します
前回英数平均点以下の塾生は強制参加となります
④ 効率的なテスト調べの時間を演出
誰もが必要とする必出内容を、一斉メディア学習でペースメイキング
これだけ５問の解説 BD を、演習時間を含めて学館２F で 50 分授業します
⑤ 過去問対策は、過去良問 BD を本番３日前に BD 解禁します
⑥ 日程表は HP で見られます。必要に応じて変更等ありますので、随時確認する
習慣を付けて頂けると幸いです
※詳細は、保護者総会にて清水館長より解説致します

自立型個別指導

更に洗練させていきます

優先順位は、①成績が上がるという結果を出すこと⇒②多様化を認める この順番です。
①は塾経営においての必要条件です。②は理想で十分条件であり、我々の誇りとなりやりがい
となります。
保護者総会の欄にも書きましたが、理想の塾生像は自己管理で結果を出すことです。授業の
位置付けは自分のチカラでは達成テスト B が合格できない塾生のペースメイキングです
生徒の権利を述べると、達成 B テストが合格できるなら、それまでの勉強の仕方は自由です。
また、授業のように他力で教わるより、自力で学習計画して BD 学習を進める方が優秀です。
本田のように自立して堂々と、大人だけでなく異文化の人達とも意見交換ができる優秀な塾生
を育てることを目標として関わる方が、西高・東播磨の進学率を上げます。
（ただし、東高は並
の努力程度では困難です！）
みんなが受けるから自分も受けなければ仲間はずれになるというような、全体主義的な一斉
授業は塾方針に逆行することを理解して下さい。授業と同様の BD 教材は準備していきますの
で、B テスト合格者は、内容により任意に受講すれば良いことになります。
数英の一斉授業は、定員１７名の半数程度の７～10 名程度の対応が理想です。アースルー
ムの最後列３列目は、その内容で必要と感じた B 合格者が受講するように空けておきます。

〔自立型個別指導とは〕
単に長時間自習するのが目的ではありません。次回の定期テストまでにすべきこと、次回の
達成テストまでにすべきことを、計画的に配分します。家庭学習内容も考えて塾の自習空間で
計画を実践していきます。塾にある教材、授業ノート BD 解説や過去良問・確認テストをタブ
レットで見る時間も考えて決めます。漢字や単語テスト、社会・理科確認テストも自主的にし
て答え合わせをして教室長に点数を記録してもらいます。このようなセルフマネージメントが
できるレベルに育てることが自立型個別指導です。

〔個別指導の長所〕
自分のペースで学習できるので、余分なストレスを感じたり、貯めこまなくても済むので体
に優しいと言えます。ただ、見方を変えれば自分に優しくなりすぎて、エネルギーを余らせて
夜更かししたり、テスト前に逆に課題を貯め込んで大きなストレスになったり、結果が悪くて
親子関係にストレスを感じるケースもあります。
成長の過程には世代の近い先輩の助言が役立つ問題があります。個別なら聞きやすいという
ことがあります。学生スタッフとのカウンセリングを選択できるようにしております。また、
同じことを言っても相性というものもあります。学生スタッフの話す内容には、専任スタッフ
が適度にアドバイスを心掛けるようにします。

〔個別指導の三本柱〕
① 学館授業の予習・復習に使える教科別解説ＢＤ
② 勉強の仕方が分かる学力アップ memo を使ったカウンセリング
③ 学館授業の習熟度を分析した個別学習 menu の提示
※詳細は、保護者総会にて神吉事務長より解説致します

Shimizu 館長の 現場の声
中３ １月実力テストの結果分析より
上位高を目指している人は特に、ミスでの減点が順位を大きく変化させます。
わかってはいるものの、なぜか“とりこぼし”が減らず悩んでいる人も少なくありません。
“とりこぼし”のほとんどは基本問題です。C レベルの問題で減点され、B･A レベルは正解し
ているのです。こんなに難しい問題で正解できるのに、なぜこんなに簡単な問題で正解できな
いのか？「ミスだから次は大丈夫！」を繰り返しても、なぜか取りこぼしてしまう。どうして？
といつも引っかかっていたテーマなのですが、最近やっと自分なりに原因を見つけることがで
きました。理想の学力はピラミッド型なのでしょう。できるだけ上に高く積み上げられるため
に基礎を強固にする。しかし、能力が高いにも関わらず、基本問題でとりこぼしてしまうタイ
プの人は、筒型学力になっているようです。基礎練習を不十分なままに、応用練習を重視して
しまう。理由の一つには、基礎練習は地味で面白味が少ない・応用練習は華やかで面白いから
ではないでしょうか。中３受験生の人たちには、テスト分析面談で個別に話しました。中２・
中１の人は、是非参考にして頂き、基礎力強化こそ上位高合格に近づけることを認識して頂き
たいと思います。平素の授業・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ時にも、心がけて伝えていきたい項目の一つです。

中２

『平行四辺形 CB』達成テストより

今までで一番合格率の高いテストとなりました。21:00 には受験者の 80％が帰宅。合格時
には、
『やった～！』と喜びの声が上がりました。達成テストを合格するための学習方法は、学
校テスト対策に生かせるシステムとなっており、そのようにサポートさせて頂くのが現場の使
命です。中 2 の皆さんもいよいよ受験生の仲間入りです。部活重視の毎日ですが、「部活を引
退したら時間もできて頑張れる」って思っている人はありませんか。
意外に、そうなりにくいものです。
「なぜか集中力が上がらない。」
「忙しく部活をしてる時の方
が、勉強も頑張れた。」という先輩たちを多数送り出しています。つまり、“今できることは今
する！”部活で忙しいながらも時間を見つけてやるべきことを安定したペースでやり続けるこ
とが、志望校合格への 1step だと考えています。

中１

『平面空間図形 B』の授業より

計算・グラフは得意だけど、図形になるとどうも…という人はありませんか？直方体や円錐
を切り開いたり、直角三角形や長方形を回転させたりした場合、どのような図形になるのか、
どうもイメージし難く、この単元自体好きになれない…。学年末テストでは、『平面空間図形』
のみがテスト範囲になる可能性もあります。あきらめないで、図形を遊ぶ＆親しむ感覚を伝え
たいと思っています。お好み焼きやピザを食べるときは扇形・大根の皮をむくときには円柱・
ティッシュの箱は直方体・玄関の掃き掃除などは垂直・平行…というように、私たちは図形の
感覚と共に生活しています。そのような話をできるだけ授業中におりまぜ、実生活で体験しな
がら図形学習を楽しんで頂きたいと考えています。小学生・幼稚園のお子さまには是非、積木・
折り紙・パズルなどに加え、家事のお手伝いを通じて知らない間に図形感覚が養われているこ
とを望んでいます。図形学習が楽しくなれば、求め方を色々考えたりワーク演習を積み重ねた
りする時間が増え得点力 UP に繋がると信じています。

新中１

数英先取り授業より

フレッシュでやる気満々のクラスです。正負の数 C の理解は大分深まっています。新しいこ
とを習得することは、本当に楽しいようです。一九一九（２ケタの 100 マス計算）やゴース
ト暗算で基礎計算力を、競争の中で鍛えていることもモチベーション UP に繋がっています。
今後の課題は、基本的なルールと高校・大学受験に役立つ地道で能率的な学習方法を体得し
ていくことだと考えています。次に来た人が気持ちよく入室できるように靴を揃えて入る・学
習後は、机上の消しゴムカスを片づけ椅子を戻し、その日学べた感謝と次に学習する人への配
慮ができる…等、学力向上の最も基本となる部分について、お互いに考え・実践できる空間創
造に力を注ぎたい所存です。

学館２F の発展的活用
新中１講習や小学英語 Skype の活用等、２F の利用率が UP し、生徒たちの反応も予想以上
に良く居心地のよい空間になっています。例えば、落ち着く色調や空間・大きな窓からの景色・
大きなテレビに左右のホワイトボード…）
より発展的に活用するためのアイデアが浮上しています。下記をお読みになり、ご意見をお
伺いしたい所存です。

・自己表現講座 質の高い教養 BD を視聴後、異文化の外国人である筑波大学生とスカイプで
テーマを決めてディスカッションする
・自己管理ができる塾生が、主に社理を通して発展的に学習する空間
例えば、館長がタイムテーブルや学習メニューをホワイトボードに書き、本日のリーダーの
生徒（指名）を中心にスケジュールを自主協力的にこなし、利益を共有するリベラルな関係
創り。優秀で強い部活動と同じイメージです
・小学英会話の事前スカイプ会議 外国人講師に任せるだけでなく、担当学生スタッフが授業
運営の方法論を meeting して、スタッフの語学力と教養の up も図ります

Kanki 事務長の 新作教材
中２数学

『平行四辺形』確認テスト

図形を理解するために、スライドを複数使ったアニメーションを試験的に始めています。
同じスライドをコピーして、注目すべき部分の色を変えました。多くの情報の中から集中す
べき部分を明確にする方法になっています。中２授業では、生徒たちの予想を上回った反応が
あったと聞いております。他の単元に使用できるように進めています。

中２数学

『円と角度』授業ノート

教科書の改変により、今まで 2 年生の最後に入っていた内容が 3 年生の『相似』の後に移動
しました。それに伴い、今までの授業ノートから大幅に改定しています。図形の仕上げになる
単元のため、円の性質だけでなく他の図形で学習した内容も盛り込みました。その分、選択し
た問題の難易度は上がっていると思います。入試問題を解くために必要とされる知識を復習で
きるように、試行錯誤を繰り返しました。
学校テストの関係上、授業は『相似』の後に組み込み 3 年生の 11 月に学習するように計画
しています。入試では 3 年間の内容が万遍なく出題されます。特に図形は総合的な問題が主に
なるため、3 年 3 学期は入試対策に移行することを考えています。よって、授業ノートの解説
授業は 3 年 12 月までに終了する予定を組むことで、2 年生の 2 月は 3 年 1 学期内容の『乗
法公式と因数分解』を学習することになります。
ワークに関しては、塾内サーバーに単元ごとに分割して問題・解答を掲載していますので、
タブレットとノートを使用して演習をすることが可能となっています。是非利用してもらいた
いと考えています。

中１数学

『平面空間図形』B 授業ノート

最初に問題を構成した際、
「問題数が多いだけ、どのような学力を養成したいのかが明確にな
っていない！」とオーナーにダメ出しをされました。教材を通して身に付ける合理的な考え方・
結果として楽ができる方法に辿り着く問題になるよう編集して、テストやワークで出題された
問題を A 問題として構成するようにしました。複雑に見える図形でも、見方を変える・移動す
る等で簡単に解けるようになります。複雑な事を簡単にしてから実践する力は、実際の生活で
も役立つ能力ではないでしょうか。
すべての図形は PC で描画し、問題を解くために必要な部分を残し、不必要な線を無くすよ
うに作成しています。図形単元では、自分で図を組み立てる力が必要になります。授業ノート
では、図形の組合せや展開図を描き込むための準備を例題で見本として提供し、類題では生徒
自らが見取り図や展開図を描くように考えています。1 つの図形でもたくさんの時間をかけた
思い入れ深い授業ノートとなりました。
※春の保護者総会の時に、デモンストレーションいたします

Event

3/30（日）宝殿駅 8 時集合 18 時頃解散（予定）

【日 程】

宝殿→加古川(新快速)→大阪(大阪環状線)→新今宮(南海電車)
→極楽橋(ロープウェー)→高野山(バス)→金剛峯寺(世界遺産)
事前説明会 3/18 予定

【目 的】

※引率安全上のため８名までとさせて頂きます

バックパッカーとして一人旅の経験豊富な介護士の長谷川さん、ネパールでツアーコンダク
ターをしていたラムさんにも同行を依頼して、自主性を重視する体験旅行を企画しています。
高野山という場所は京都・奈良とともに外国人が来られる非常に歴史のある場所ですが、あま
り詳しく学習することもありません。京都や奈良のようにアクセスが良くありません。片道３
時間かかる場所です。もちろん交通機関を乗り継ぎ、向かうことで学べる機会があると思いま
す。中学では平安時代のころに少し学ぶ程度ですが、非常に歴史のある場所です。親御さんと
の話のタネにするのもいいですし、関西にある観光地を勉強する良い機会です。家族ではあま
り行く機会もないと思います。皆さんの将来のために、また英語を使ったりする良い機会だと
思っています。自主的に参加されることを望みます。

【参加費】

小学生 3000 円

中学生以上 4500 円（交通費･イベント保険料を含む）

※安全かつ自主性を更に引き出すため、事前に歴史学習やマナーについて説明を行います

Event
京都小旅行・英語授業・Debate 等企画中
英語を使える力を養うことが目的です ５/3（土）〜5 （月）
I really want to visit Hyogo prefecture and to
spend nice time together with our students.
Emmanuel Chekwube OSSAI 先生

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ出身、30 歳

母国語は英語

ﾅｲｼﾞｪﾘｱの大学卒業後、北海道大学大学院生命科学院生命科学専攻修士取得、現在、国立筑波大学
で生命・環境科学を研究されています。将来は、日本の大学教授を目指していらっしゃる紳士です
熱意の奥にある穏やかな笑顔と解りやすい英語が、子供達に大好評です

○○○○○

イベント・ボランティア募集 !!

○○○○○

イベントは、全スタッフがボランティアで開催しております。
参加者は、
『貴重な体験ができた』と好評です。そこで今回よりイベントの醍醐味を、スタッ
フだけでなく保護者の皆様にも体験して頂けるように企画致しました。イベントの送迎・接待・
地元のガイド等々…ゲストティーチャーやスタッフとの楽しい体験をして頂ければと思います。
事前打ち合わせ２回程度と当日参加をお願いします。関心をお持ちの方は、メールで返信して
下さい

Daiki 先生の 筑波大＋東京大学下見に行ってきます
【日 程】
【目 的】

3/15 (土)～16 (日)

with

館長・マウリックさん（ネパール人ラムさんの息子）

エマニエル先生を通して、今年もアグレッシブな筑波大学留学生の皆さんとの交流を目指し
ます。塾生の皆さんの世界に向かう希望を、より現実にできるように素晴らしい世界の仲間を
探してきます！！ 筑波大学は私たちにとっては理系を目指す大学の最高峰ですが、関西にと
ってはあまりなじみのない大学かもしれません。しかし、外国人にとっては東大と並ぶ人気の
ある大学で、様々な国籍の留学生が来られています。人気の理由をさぐるきっかけをナイジェ
リア人とのつながりで見つけていきたいと思っています。
今回は、オーナーの友人のラムさん（ネパール人）の長男のマウリックさんも同行します。
彼は、１型糖尿病というハンディキャップを持ちながらも日本の大学進学を目指しています。
将来の夢は、設計士ということです。オーナーがその話をラムさんから聞いたとき、即決で参
加が決まりました。費用の一部負担もしてくれました。今回はマウリックさんとともに筑波大
留学生との交流の打ち合わせとともに夏に行うイベントの調整をしてきます。東京大学や六大
学のことについては 5 月以降にまた下見をしたときに紹介します。

Film

2014 春

親子で楽しむ映画鑑賞会

育誠学館の設備を有効に活用するアイデアとして、250 インチの大画面と 5.1 サラウンド音響システ
ムを、塾生だけでなく保護者の皆様にも楽しんでもらえる企画です。5.1 サラウンドはご存知の方も多
いと思いますが、立体的な音の聞こえ方がしますので、目をつぶればその状況にいると勘違いするぐら
いです。ちょっとしたパーソナルシアターを夕刻のひと時に楽しんでもらえるかも知れません

Part 1

『余命 1 か月の花嫁』

3 月 1３日（木）PM7:10～9:20 (129 分)

主人公である長島千恵は 24 歳ながら 2007 年（平成 19 年）4 月にすでに末期の乳がんに冒されていた。
宣告された余命は 1 ヶ月。しかし「がんと闘う自分の思いを同世代の人たちに伝えたい」と取材に応じてくれた。
彼女の最大の夢は「ウエディングドレスを着ること」であった。千恵の夢を叶えるため、彼女の恋人・赤須太郎
との模擬結婚式を友人たちが計画し、同年 4 月 5 日に籍は入れずに結婚式を挙げる。そして模擬結婚式から 1 ヵ
月後の 5 月 6 日に彼女は亡くなった

Part 2

『ナショナルトレジャー』

4 月 12 日（土）PM7:10～9:25 (131 分)

歴史学者であり冒険家のベン・ゲイツは、テンプル騎士団の秘宝の秘密を受け継ぐ一族の末裔。祖父に、秘宝は
当時のフリーメイソンらによってイギリスの手に渡らないようにアメリカ建国時に封印されたと聞かされて育っ
たベンは、大人になってから富豪の冒険家イアン・ハウからトレジャーハントの出資を受ける。ある時、ハントの
過程で彼は海泡石のパイプを発見し、「アメリカ独立宣言書」にその秘密が隠されていることを突き止める。イア
ンは宣言書の窃盗を提案したが、ベンが堅く拒んだため、以後二人は対立する。ベンは宣言書が保管されている国
立公文書館のチェイス博士や FBI にイアンの危険性を警告するが相手にされなかったので、やむを得ず、宣言書を
「保護」するために先手を打って自ら盗み出すことを決意した

最大 20 席（17 席＋補助席 3 席）
*神吉中学エリアの方は、自転車または送迎でお越し下さい
*神吉中学エリア以外の方で駐車場を予約される方は、メールでお申込み下さい
*日程は、必要に応じて変更する場合があります。メールにて連絡させて頂きます

新着 BD 情報！
番号

T11-3

T11-4

U0６-3

タイトル
ボーン・アイデンティティー
ボーン・スプレマシー
ボーン・アルティメイタム
吉田拓郎
NEXT
宮本武蔵
アデル
世界が読む村上春樹
イチロー4000 本への道

内容
2002．アメリカ マット・デーモン
2004．アメリカ マット・デーモン
2007．アメリカ マット・デーモン
小田和正 テレビ初対談！
2007．アメリカ ニコラス・ケイジ
1961．内田吐夢監督 中村錦之助
2012．グラミー賞受賞歌手
境界を超える文学
独占インタビュー

第１回
第２回
第３回
第４回
第１集
第２集

美しさの追求 その成功
自発的対称性の破れ
残された最後の難問
超弦理論革命
心霊現象
超能力

この世は何からできているか
重さはどこから生まれるのか
宇宙はなぜ始まったのか
異次元宇宙は存在するか
さまよえる魂の行方
秘められた未知のパワー

学年末テスト対策予定表

番組

洋楽倶楽部
NHK E テレ
プロフェッショナル

時間
119
109
117
60
98
111
60
60
50

神の数式

50

超常現象

90

プレミアムシネマ
YOKOSO
プレミアムシネマ

2/18（火）～27（木）

目標は、全員が全教科学校平均点以上のレベルを達成すること
前回英数平均点以下の塾生は強制参加となります
学館・１F

日
学年・教科

担当

内容

18
（火）

１理

館長
（坪田）

過去問模試

19
（水）

1数

館長

基礎復習

20
（木）

1社

21
（金）

2数

22
（土）

2英

23
（日）

1数

１文

時間帯

学年・教科

担当

内容

19:00～20:00

２理

20:10～21:30

過去問模試

２文

館長
（坪田）

19:00～20:10

2社

津山

BD 解説

19:00～19:50

20:20～21:30

2国

中武

BD 解説

20:00～20:50

19:00～19:50

2数

BD 解説

20:00～20:50

2英

館長

基礎復習

BD 解説

19:00～19:50

BD 解説

20:00～20:50

館長

BD 解説

11:30～12:20

坪田

BD 解説

館長

BD 解説

9:30～10:20

BD 解説

10:30～12:20

1英
津山

1英
津山

2理

1理

学館・２F

BD 解説

1国

時間帯
19:00～20:00
20:10～21:30

19:00～20:10
20:20～21:30

12:40～13:30

※テスト対策期間中は、通常授業は特別カリキュラムに移行されます
※中３生は、ラストスパートをそれぞれの受験状況に応じた塾個別サポートを実施致します。

お友達をご紹介下さい！
ポイント加算

1 月に 2 名ご紹介いただき、有難うございました
感謝の気持ちをこめて、ポイントを進呈させて下さい
キャンペーン中は入会金が無料。紹介されたご家庭もお得です
※ポイントは講習費に充当されます

入塾説明終了後

500 ポイント

体験終了後

更に 500 ポイント

入塾後

更に 4000 ポイント

