新高２生

新高３生
Ｅ判定だった大学に
『合格する生徒』『不合格になる生徒』
違 い は何だと思いますか︖

受験対策

マーク模試の英語が『５割』だった塾生が
センターで『９割弱』︕

その

『30 歳の時、あなたはどんな仕事をしていますか︖』受

秘密

を知りたいですか︖

験勉強を始める前に、この質問の答えを見つけ出してくだ

ステージ毎の勉強方法が異なります︕

さい。なぜなら、将来の目標が決まれば、大学を受験する

『積上げ型』の英語。最初にすることは、中学生の内容

意味が明確になり、受験勉強に集中できるようになるから

も含めて過去に習った文法の中から、分かっていなかった

です。将来の仕事を決めて、相応しい学部を選び、最後に

箇所を見つけ出して、正しく理解し、記憶することです。

第一志望の大学を探しましょう。“大学合格” はゴールでな

次に、英語に必要な２つの特殊なスキルを習得します。

く、スタートなのですから。『でも、私は何をしたいのか分

一つは、瞬時に英文の構造分析ができる力。もう一つは、

かりません』という人がいれば、面談の時に、あなたの人

英文を 100wpm 以上のスピードで論理的に読む力（wpm

生の舞台を一緒に探します。『将来の仕事を見つけるため

は１分あたりに読める単語数のこと）。復習した後、これら

に、何を行動すれば良いのか』お教えします。この日が、

学習曲線

あなたの人生が変わる日になるかもしれませんよ。

偏差値を “10UP” “20UP” させるには︖
偏差値を “10UP” や “20UP” さ
せるには、まず、３つの目的をやり
遂げることが必要です。それらを確
実に達成できるように、当塾では一
人ひとりに “大学入試合格戦術ファ
イル” を作成し、サポートしていま
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大学入試合格
戦術ファイル
～限られた時間の中で、 最大限の
効果を得るために～

す。偏差値を上げるために必要な
３つの行動は次の通りです。
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２つの力を学び取ると、

現実

左のグラフに示した
“学習曲線” のように、

期待

授業対策

復習
勉強時間

るでしょう。この時の
ポイントは、” できた
つもり” になってはい
けないということです。

１冊の問題集を完璧にすること︕
もう少し、具体的にご説明します。塾生は、最初に自分
に最適な問題集を選び、学習計画を立てました。それぞれ
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で、北高専用、城西専用など、各高校専用の進行表を作成し、
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学校の授業の進度に合わせています。
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目標

＜応用コース＞市大・岡大

現在

＜発展コース＞神大・阪大

現在

をすぐに理解できて、安心です。

目標

された講義書と問題集です。
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確認

●授業料

学習の流れ

１︓２ 個別指導（認定アルバイト講師）
学

個別自学（１︓６）正社員講師

高

テストの問題数が個別指導に比べて少なくなります。

学
高

講していない残りの教科を指導します。「年間・月間学習計

れば、週２回の『個別自学』の授業で質問をして、講師か

・記憶維持のために、いつ、何を、どのようにするのか︖

画表」を作成し、宿題を出します。分からない問題を解説

ら解説を聞いて、理解を深めていきました。ポイントは、

し、用語テストを行います。全教科を指導させてもらえる

受け身にならず、自らするという主体性を持つことです。

ように、大学受験サポートの料金は無料にしています。

ー当日は、10 ～ 15 分ほど時間が余って、見直しができた

し、勉強の効率が向上します。“大学入試合格戦術ファイル”

そうです。直前まで、英単語はしっかりと暗記しました。

は、合格までの道を照らし、有意義な大学生活へ導きます。

この学習方法で、驚くほど英語の点数が UP したのです。

< 平日 13：00 ～ 16：00/18：30 ～ 19：30>
< 土日 13：00 ～ 22：00>
当塾のカリキュラムについて説明させていただきます。

キャリア

２号線

大久保駅

個別自学（正社員講師）

年 ２教科【週２回】 １教科【週１回】
－
高１・高２ 8,800 円／月

大学受験サポート（１︓１）

ホテル大久保

３ 2× 14,800 円／月 15,800 円／月

１︓６

それ以外の学習内容は、個別指導と同じです。

個別面談

年 ２科目【週２回】 １科目【週１回】

高１・高２ 2× 13,800 円／月 14,800 円／月

・覚えるために、いつ、何を、どのようにするのか︖

英文の “速読スキル” が向上しました。その結果、センタ

学校で使っている問題集で分からない問題をピンポイント
で指導します。“英文速読” と “英文構造分析” を学ぶ『スキ

大学受験に必要な教科のうち、個別指導・個別自学で受

の脳は自分が強く現実だとイメージできるので、脳が活性化

個別自学（１︓６）正社員講師

ルアップ』がおススメです。

冊の問題集を完璧に仕上げたのです。分からない箇所があ

さらに、キャリアの英文速読トレーニングをすると、

また、定期考査で高得点を狙うことを目的としているので、
学校の問題集も徹底的に指導します。学校で分からない問題

目標

コース毎に使用する教材は、これだけで合格できる厳選

宿題

カリキュラムは、各学校で使用している教科書に完全準拠
しています。高校によって指導単元や難易度が異なりますの

目標

＜関関同立コース＞

＜標準コース＞県立大

個別指導（１︓２）個別指導（１︓３）

・理解するために、いつ、何を、どのようにするのか︖

動に落とします。スモールステップにすることにより、人間

数学特有の思考方法を伝授します︕

『１冊の問題集』を完璧に仕上げます︕

の問題集の特徴をつかんだ『キャリア式学習方法』で、１

“理解する”、“覚える”、“維持する”、これらを具体的な行

『理系のプロ講師』に任せて下さい。

『集団授業』や『映像授業』はしません。

スグに偏差値は UP す

スキル

数学・理科が苦手な方は、

分かっていない箇所を見つけられないから、

－

３

●時間割
●特

9,800 円／月

１︓３
学

個別指導（正社員講師）

年 ２科目【週２回】 １科目【週１回】

高１・高２ 2× 14,800 円／月 15,800 円／月
高

３ 2× 15,800 円／月 16,800 円／月

自習室

塾 生
外部生

無 料
5,000 円／月

大学受験サポート︓無 料

1 部︓19 時 30 分～ 20 時 40 分

２部︓20 時 45 分～ 21 時 55 分

典（チラシを持参された方）

・全員の方に、駐車場代として、

500 円分の商品券をプレゼント︕

・『入学金』（15,000 円）が 無料 !!
・４回分の『個別指導』が 無料 !!

☎078-936-9640

サンクス
マクド

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 / 午前１１時 ~ 午後１０時

✉info@sou-shin.net

円

