
　入試前の不安を取り除いて、お子さまの合格通知が来た
ら、どれだけ嬉しいですか。　保護者様が抱く心配事から
の解放も我々の “ 使命 ” だと考えています。だからこそ、
それに応えられなかった時は、100％全額返金させていた
だいております。
　ご存知のことと思いますが、入試の点数は、内申点 250
点、入試テスト 250 点です。特に、内申点で重要な教科が
副教科です。想像して下さい。塾で指導を受けている教科
は、合格ラインを突破していても、その他の教科の点数と
内申点が極端に低かったら、公立高校に受かるでしょうか。

英語と数学︓担任制の “４ステップ式個別指導”
理科︓テレビ番組のように動画で楽しく学べる “映像授業”
社会︓整理術を学んで、パソコンを使う “自立学習 “
国語・副教科︓自学勉強方法を学んで実践する “個別自学”
内申点ＵＰ術を使い、学校の提出物を完了させる “自習室” 

“公立高校合格保証” の５つの秘訣

　入塾後、スグに成績が上がる生徒は、授業で指示する『６
つの意識』をきちんと実行しています。しかし、担当講師が
これらを何十回と指示をし続けても、意識を向けられない生
徒は、理解はできていても成績が伸びません。例えば、英語
では、文の最後に “．”　“︖ “を書き忘れたり、数学では、
問題文を最後まで読まずに解き始めたりするのです。これら
はほんの一例です。テストになると、これらが原因で 10 点
～ 30 点も失点。生徒は実行すれば、スグに点数が UP し、
喜びと自信を持てるようになるのに。その体験をさせてあげ
たい一心で、これまで厳しく指導することもありました。
　しかし、私は２冊の本との出会いで、考えが 180°変わり
ました。厳しく指導することは” 間違っていると。それらは
心理学者エリクソンとマクスウェル博士の著書です。２年に
渡り、どのように応用すれば生徒の意識改革ができるのか、
仮説･検証･改善を繰り返し、勉強の土台を強化する仕組みを
完成させました。4 月からは『心の在り方』の評価も新たに
追加され『Learning Base 1.1』がリリースされます。
これが、50 人抜きを可能にさせる” 切り札” です。

　“過去に習った知識” と “新しく習う知識” をつないでいく
『積上げ型』教科。スグにこの教科の成績を上げるためには、
過去に習った、分からない箇所を見つけて、できるようにす
る必要があります。積上げ教科の英語、数学、国語は、『個別
指導』または『個別自学』にて指導します。
　“過去に習った知識” と “新しく習う知識” がつながってい
ない『独立型』教科。この教科はテスト範囲だけを正しい方
法で勉強すれば、高得点になります。当塾の理科と社会の

『自立学習』では、具体的な行動を記した進行表を作成してい
ます。これを見ながら、頭に残りやすい “整理術” と “パソ
コン” を使って、自学を進めていきます。理科は、テレビ番
組のように動画で楽しく学べる『映像授業』。『自立学習』に
は『小テスト』があり、突破ラインを越えていない生徒は、
定期考査直前の土曜日に、『無料個別補習』を実施しています。
　塾生は、理科と社会が『無料』。無料だからこそ、指導品質
にこだわっています。なお、他塾生は１教科 3,800 円で受講
できます。

各教科の特徴に合せた指導法を考えました。これがスグに成績ＵＰする一番の近道です。授業料を 100％、『全額返金』します。

３ステップ保証 指導品質への取組み

説明会で条件に関する資料をお渡しします。

入塾
60 日目

４回目の
定期考査

公立高校
入試

ご入塾
60 日全額返金保証

入塾後、授業内容があなたの期待に添わ
ない場合、入塾日より『6０日以内』に
お電話して下さい。
代金は『100％全額』お返しします。

成績保証

公立高校合格保証

講習を受けた時期から、４回目まで執り行
われた定期考査において、
１００人中換算順位が５０番～１００番で
ご入塾の場合、換算順位が『２0 番ＵＰ』
することを保証します。
１００人中換算順位が２０番～４９番台で
ご入塾の場合、換算順位が『１０番ＵＰ』
することを保証します。
もし、達成できなければ、指導教科２箇月
分の授業料を返金します。

お子さまが公立高校に合格することを保証。
もし、達成できなければ、入塾からの費用
を 100％全額返金します。

お申込

考査２週間前

授業開始

考査開始

直前日曜日

直前土曜日

授業（個別）

授業（自立）

授業（個別）

オーダーメイドカリキュラム︓苦手教科・得

意教科・指導目的・志望校・ご予算などから、最短
で点数が UP する、お子さまに最適なカリキュラム
を作成します。

４コース制度︓お子さんのレベルに合った難易度

の問題を指導し、授業および宿題に出された問題を
全問正解できるまで指導します。学年順位が UP す
れば、コースもレベルアップします。

居残り指導︓個別指導を受けている方で、宿題の

間違いの数が規定数を超えた場合、無料で居残り個
別指導をします。

無料・映像授業︓理科はテレビ番組のように

動画で楽しく学べます。

無料・仕上げ個別指導︓個別指導を受けている方は、指

導内容を仕上げるために、無料で１回の個別指導を行います。

無料・理社補習︓自立学習での小テストで、突破ライ

ンを越えていない生徒は、無料で個別指導を実施します。

10 時間特訓︓学校の提出物で分からない問題を指導

し、それをきちんと仕上げて、内申点 UP を目指します。

無料・最終補習︓中間なら考査初日、期末・学年末なら

考査初日と２日目のお昼の時間帯に、最後の確認をします。

学　年

中　３
中１・中２

●授業料（税込）　　 　　　【別途︓諸費用 2,500 円 / 月】

１教科【週１回】２教科【週２回】
2× 11,800 円／月 12,800 円／月
2× 12,800 円／月 13,800 円／月

学　年

中　３
中１・中２

１教科【週１回】２教科【週２回】
2× 13,800 円／月 14,800 円／月
2× 14,800 円／月 15,800 円／月

１︓３　個別指導（正社員講師）

学　年
中１~ 中 3

１教科【週１回】
9,800 円／月

１︓６　個別自学（正社員講師）

１︓２　個別指導（認定アルバイト講師）

塾　生
外部生

自立学習（理科・社会）自立学習（キャリア教育）

教科数 × 3,800 円／月
無　料 無　料

1,800 円／月

●時間割 1 部︓19 時 30 分～ 20 時 40 分 ２部︓20 時 45 分～ 21 時 55 分

●特　典（説明会に参加された方限定）
・説明会に参加された全員の方に、駐車場代として、

☎078-936-9640
円

  500 円分の商品券をプレゼント︕

・４回分の『個別指導』が 無料 !!

３教科で『8,800/ 月（税込）』～才能の発見・進化システム

✉info@sou-shin.net明石市大久保町大窪 256-1 スミノマンション１階
電話受付時間 / 午後１時 ~ 午後１０時

日曜日以外毎日開催

<夜の部 18：30～ 19：30 >

<昼の部 14：00～ 17：00 >

当塾のカリキュラムについて説明させていただきます。

・『入学金』（15,000 円）が 無料 !!

２号線
サンクス

大久保駅
マクド

ホテル大久保
キャリア

公立高校『合格』保証
その” 秘密” を知りたいですか︖

苦手教科が学年『１位』に︕

　小学校を卒業する頃に入塾した A 君は、国語が苦手だっ
たので、国語の個別指導を受けることに。設問分析 → 文
章のつながりを指導。中学生最初の１学期中間考査では、
なんと、学年 201 人中 17 位を取りました︕彼は自信が
ついたので、北高に合格するために考えられた『応用コー
ス』にステップアップ︕このコースでは、論理的に思考す
るトレーニングを繰返します。入塾７か月後の２学期の中
間テストでは、ついに、『学年１位』を獲得しました︕

『やった～︕』　彼は最高の笑顔でした。
　この時、A 君から「先生、お母さんと話合いをしたんで
すけど、（英語が４５位だったので）指導教科を国語から
英語に変えてもいいですか︖」と相談がありました。早速、
英語の『標準コース』から開始し、順調に『応用コース』
の指導を行いました。そして、１年後。２年生の３学期の
学年末テストでとうとう『学年１位』に︕　さらに、数学
も『学年１位』。そして、５教科総合でも『学年１位』に︕
　明石北高・加古川東高に合格するために専用のカリキュ
　　　　　　　　　　　　　ラムを作りました。この『応
　　　　　　　　　　　　　用コース』では、短時間でレ
　　　　　　　　　　　　　ベルの高い問題を正解できる
　　　　　　　　　　　　　ようにします。このカリキュ
　　　　　　　　　　　　　ラムを作るのは、本当に大変
　　　　　　　　　　　　　でした。時間をかけて、およ
　　　　　　　　　　　　　そ百冊もの問題集の中から、
　　　　　　　　　　　　　良問が豊富に収められている
　　　　　　　　　　　　　２冊の問題集を厳選し、生徒
　　　　　　　　　　　　　が理解しやすくなるように、
　　　　　　　　　　　　　指導する問題の順番を入れ替
　　　　　　　　　　　　　えました。この苦労の甲斐あ
　　　　　　　　　　　　　って、生徒は結果を出して、
　　　　　　　　　　　　　称賛され、自尊心が高められ、
　　　　　　　　　　　　　達成感に満たされています。　
　　　　　　　　　　　　　彼らの笑顔を見ると私達も最
　　　　　　　　　　　　　高に幸せな気持ちになります。

個別説明会

新中１▶ 新中３

約１時間の説明会です。


