
一人一人に合った学習指導に加えて、効率的ＩＴ型一斉指導が選択できるようになりました！

時間帯 最大学習時間 月謝

高等部 16：40～21：30 11h/週 ￥16,000－

中学部 19：00～21：30 15h/週 ￥18,000－

小学部 16：40～18：00 4.5/週 ￥8,000－

月 火 水 木 金 土

高等部 － ○ ○ ○ － ●○

中３ ● ○ ○ ○ ● ▲○

中２ － ○ ● ○ ● ▲○

中１ ● ○ ● ○ － ▲○

Ｉｋｕｓｅｉiｓm：“本来の力(天賦の才)”を引き出す教育を目指します

勉強は人生を豊かに生きるための修練と考え、知恵の伝授を重視しています

良い人との出会い・良い環境・色々な体験が人を育てると考えます

人間的な成長の結果が学力 UP につながる指導を心がけています

自分の人生を自分でクリエイトしていく人間作りをゴールとします

現役国公立大学合格者：京都大学・神戸大学・防衛大学・鳥取大学 ほか

我々は”人はよりよく生きたい”と思っている存在だと信じています。しかし、競争社会

において他者と比べられ自信をなくしている子供達がどれだけ多いかと感じております

いくせい塾では、問いかけることにより”自分”という存在に気付き、「どうなりたい？」

「どうなってゆきたい？」というモチベーションを引き出すことに努めております。

自分らしい人生こそ元気の源
．．．．．．．．．．．．．

であると信じて指導し結果を生み出しております

人間的な成長

学力向上

-学習３大指導-

習慣定着 Custom

方法伝授 How to study

意欲制御 Motivation

〔日時〕 3/22（土）or 23（日） 10:00～11:40

〔場所〕 育誠学館 （1F 大教室）

中学生になった最初のテストで、成績が上がったと下がったとで

は自己イメージが変わることがあります。自分は中学生になった

ら伸びるのではないかと自信が出てくると希望が持てるようにな

ります。希望は目標設定を可能にして、計画的な学習もやりがい

となります。中１のスタートは、その後のモチベーションを左右

して高校受験に影響をすることが多々あります。いくせい塾では、

できるだけ良いスタートが切れるよう、独自のプログラムを開発

しました。2～3 月の 2 ヶ月間の毎週金曜日を使って、中学生の

勉強のやり方を習得していきます。塾のシステムの理解・オリジ

ナル教材活用法伝授により“勉強への心構え”に変化が生じます。

IT を駆使した授業様式は学習への興味関心をサポートします

創塾 29 周年 いくせい塾
東神吉小学前 079-431-5777 http://www.ikusei-g.jp/ E-mail:ikusei-g@gaia.eonet.ne.jp

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ！ 3 月末まで入会金 100％OFF
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禅を意識した無駄をそぎ落とした環境で集中学習！

学習量が 1.5 倍になる効率的ＩＴ型一斉指導とは？？

活躍社会人との交流は、いくせい塾の歴史と財産！

●学館授業 ○塾個別 ▲学館テスト



回 日 数学 英語 スキルアップ content

1 2 / 7 ガイダンス ガイダンス 授業の受け方・タブレット使用 等

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

ＰＣ＆Projector を駆使して、２倍の速度で知識習得が可能になりました！ﾊﾟﾜｰ･ﾎﾟｲﾝﾄ&250inch 大画面

教養番組で過去から知恵を学び、未来をイメージ
問題を解き続けるだけでは、脳疲労による意欲低下につながることが多いです。効率

的指導で捻出した時間を使い、知識欲を育てる教養番組を、250inch･5.1 ｻﾗｳﾝﾄﾞの映

画館の迫力で視聴しています。ただ見るだけではなく、必ず知恵の質問を５題準備し

ています。自然を知り・世界を知り・人間を知る、そしてその関係性を理解する知恵の発

見でﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの維持発展を図ります 一例）ｺｽﾞﾐｯｸ･ﾌﾛﾝﾄ、BS 歴史館、ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

過去良問データ

過去７年間の兵庫県公立入試

問題に加えて、過去 10年間の

加印地区中学校の生徒より質

問のあった基本に忠実で概念

の構成理解に適切な問題を編

集して保存しております

問題解説を瞬時に閲覧

解らないことは iPad を使いｲﾝﾀｰﾈｯﾄで検索してい

ます。塾で保管する教材は、ｻｰﾊﾞｰから自由に閲覧

することができます。塾生から質問のあった良問

は、ビデオ撮影で解説を作成して保管しています。

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃｷｽﾄ､ﾜｰｸ、過去良問解説が、ﾌﾞﾙｰﾚｲﾌﾟﾚｰﾔｰ

で見たい内容を見たい時間に視聴できます

講義棟“育誠学館”開設後、将来大学教授を目指す

留学生、コスモス先生（ﾅｲｼﾞｪﾘｱ）とソム先生（ﾀｲ）を

いくせい塾に招き、特別授業をしていただきました。

本年度は、5/3～5 日にエマニエル先生（ﾅｲｼﾞｪﾘｱ）を

招待します。塾生および保護者の皆さんと交流の機会を

提供していきます

東大・慶応・早稲田・皇居・国会議事堂 ＆ 筑波大学留学生と交流

中学 3 年生～高校生対象！ 〔夏休み予定〕

いくせい塾は、毎年筑波大学に行き留学生の皆さんと会話する機会

をもち、直接スカイプ講師を依頼しています。今回は東京の大学受験

に興味のある塾生のモチベ―ションが上がるイベントを企画しました

自分で人生を楽しみ、励まし、元気に生きる姿勢

の土壌創りの一環として、与えられた旅ではなく

参加者自らが、計画して日頃できない体験をする

ことを目的としています。年齢・国籍・性別関係

なく友好を深める貴重な体験も好評です。

青春 18 きっぷで 2014 年の春休みを楽しもう！

青少年レクレーション経験が豊富な長谷川さん（バッグパッカーとし

てアジアを巡る介護士）・海外旅行者へのツアーコンダクター経験の

あるネパール人ラムさん・鉄道大好きな大学生スタッフと、自ら考え・

判断し・行動できる、旅の楽しみ方を体験する企画です

〔金曜日〕 16:40～18:00（80 分）〔火・木〕 英会話/算数復習 月謝 \12,000-［週３回］

-小学６年生対象-

いくせい塾流指導法で
効率学習を実感!!

学力アップ memo
当塾主催者は３６歳で医学部を

受験して、４２歳で医師国家試験

に合格しました。能力の限界を打

ち破る数々の学習法のエッセンス

を 114 の文章でまとめてみまし

た。毎年更新していき、“いくせい

塾のバイブル”と言えるような勉

強法の指南本に仕上げていきたい

と考えております。塾生は、いつ

でもタブレットで閲覧できるよう

にしています。毎月、その人に合

った内容をカウンセリングで伝授

しております

Peace ＆ Environment

Emmanuel OSSAI 先生 ﾅｲｼﾞｪﾘｱ出身、30 歳 母国語は英語

母国の大学卒業後、北海道大学大学院生命科学院生命科学専攻修士取得

国立筑波大学では、生命・環境科学を研究専攻されています

将来、日本の大学教授を目指している、intelligence の高い紳士です

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

I really want to visit Hyogo prefecture
and to spend nice time together with our students.

● なぜ、その答えになるかの説明があり、分かりやすい

● 英単語の覚え方が分かり、やる気が増した

● 復習も入れながら授業をするので、分かりやすい

● スキルアップコンテンツは、結構難しそうでビックリしたけど楽しい

● “なるほど”と思える計算の仕方を教えてもらい、算数が楽しくなった

● i-Pad を使って勉強するので、分からなかったらすぐに調べられ勉強が楽しくなる

前期生の声

Course
月 火 水 木 金

中学準備Ａ 英会話Ｂ 英会話Ａ 個別学習 中学準備Ｂ

Contents

12 月よりｽﾀｰﾄした前期生

2/17 より『文字式』の学習に

入ります。自信を持って中学

に入学できる学力の準備を目

指しています

エマニエル先生の Skype 授

業です。ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙな雰囲気が

生徒に人気で、毎回満員です。

英会話の楽しさをﾗｲﾌﾞで実感

しています

英会話 B の授業に実践的な英

会話が加味されています。

将来英会話を実用しようとす

る心構えの子供に役立てても

らうことを目標とします

ﾙｰﾁﾝﾜｰｸとして、ﾘｽﾞﾐｶﾙに一九

一九･ｺﾞｰｽﾄ算数･英単語･中学

理科･社会の基礎知識＋毎週

の学校進度に合わせた、

算数・国語の復習をします

2 月より後期生を対象に

『正負の数』『英単語』を学習

します。いくせい流学習法の

ｴｯｾﾝｽ“ｽｷﾙｱｯﾌﾟ contents”の

伝授にも力を注ぎます




