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１ 生徒さんの声（学習塾部門）

中山翔さん
高知大学 医学部 医学科 （学芸高校卒）

難問には手を付けず、全科目基礎的な問題を徹底的し
て繰り返しました。Vector 課題はやればやるほど、自
分の弱点が浮かび上がってくるので、とても効率的で
した。

永吉ひのこさん
関西学院大学 国際学部 国際学科（学芸高校卒）

学校が終われば塾に直行し、ご飯を食べながら暗記
をして、JR の時間ギリギリまで勉強して、クラス 1 位
を取ることができました。
Vector 課題を全教室の中で一番早く終わらせて、ク
オカード 3,000 円分をもらえたことは、今となっては
良い思い出です。
井之上桃子さん
東京女子大学 現代教養部 心理学学科（土佐高校卒）

Vector は最初量が多く大変でしたが、頑張って進めて
いきました。英単語などの基礎知識の確認に役に立ち
ました。

吉森夏実さん
北九州市立大学

文学部

人間関係学科（小津高校卒）

野球部のマネージャーとの両立が難しく、夜の 20 時
に来るような私を最後まで指導していただき、有難う
ございました。
塾に滞在する時間が短い分を、Vector 課題と代ゼミ
サテラインゼミを自宅でやることで補うことができ
ました。
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金子まなみさん
昭和大学 歯学部 （学芸高校卒）

英単語や生物などは Vector を使って、理解できて
いるところと、なかなか覚えられないところに分ける
ことができ、効率よく学習を進めることができまし
た。

熊野実咲さん
関西学院大学 社会学部 (学芸高校卒)

Vector を活用して古文単語や英単語を、早い段階か
ら覚え始めることができたので、定期テストでも受験
でも役に立ちました。

柿本亜実さん（旭小 6 年）

中学受験コース

宮下稜右さん（旭小 5 年）

中学受験コース

模試では入塾してから偏差値を 14.5 アップさせ

9 月の土佐塾模試は 23 位でした。1 月の模試では、

ました。Vector は最初大変だったけど、慣れると

お兄ちゃんや同じ塾の友達に負けないように、10 位以

サクサク解けるようになりました。お姉ちゃんと

内を目指して頑張ります。Vector は繰り返すとどんど

同じ学校に通えるように、これからも頑張ってい

ん知識を覚えられるので、これからも頑張ります。

きます。
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福留輝士さん（西部中 3 年）高校受験コース

追手前高校を目指して、定期テストでは 450 点
を割らないように日々頑張っています。Vector は

谷内有佐さん（土佐中３年）

大学受験コース

医学部志望。実力テストでは学年 5 位。
化学・物理は先攻して代ゼミや Vector の課題で、高

自宅ではあまり勉強しない自分にとっては、あり １になるまでにできるだけ貯金するようにしていま
がたい存在です。

す。

富岡由唯さん（学芸高 1 年）大学受験コース

宮地紘基さん（学芸高 2 年） 大学受験コース

Vector は化学・生物基礎をテスト範囲に合わせ

Vector は数Ⅲに入ったので、毎週の期限に遅れない

てできるのがいいと思います。

ようにがんばります。

スタッフコメント

スタッフコメント

12 月に入塾。友人と一緒にレベルアップ、順位
アップを目指して頑張りましょう。

学力テスト 1 学期から 2 学期で学年 46 位アップ！
納得できるまで質問をして、理解することができてい
ます。
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佐竹伸伊さん（学芸高 2 年）大学受験コース
毎日コツコツ課題をこなしていたら、自然と成

安井晴海さん（学芸中 3 年） 大学受験コース
Vector 最初は大変でしたが、繰り返しているうちに

績が上がりました。Vector 最高！

自然と覚えられました。

スタッフコメント

スタッフコメント

高 1 の 1 学期中間からクラス 30 位アップ、つ

部活と勉強の両立を頑張っています。高校での大幅

いにクラス一桁になりました。学力テストも 1 学 アップを目指してもらいます。
期から 2 学期で、学年 114 位アップ！ この調子
で。

中原拓己さん（学芸中 3）

大学受験コース

ベクターで化学基礎と社会は学校のテスト範囲を
出してくれたので、復習できて良かったです。

市川莉瑚さん（学芸中３年） 大学受験コース
Vector はゲーム感覚で、古文単語や数学の勉強がで
きるので、毎日取り組みやすいです。大学入試に向け
て、代ゼミも頑張りたいと思います。

塾側コメント
化学基礎、古文単語、社会の知識をアップして、 スタッフコメント
得意な英語のように点の取れる科目にしてほしい
と思います。

薬学部志望。ここ最近めきめきと力をつけてきまし
た。この調子で頑張ろう。
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柳瀬康太郎さん（学芸高 3） 大学受験コース
過去問を計画を立てて勉強しました。その中で
も特にウィリアム先生と試験本番と同じ流れで、

石元克宙さん（学芸中 1 年） 大学受験コース
Vector のおかげで、まだ習っていないところも自然
と勉強するようになりました。

練習したのがよかったと思います。
塾側コメント
英検準 1 級を 1 発で合格！この調子で大学入試

スタッフコメント
定期テストクラス 2 位。解説部分も熱心に見ていま

も頑張ってもらいたいですね。

す。この調子で頑張ろう。

近澤希洋さん（伊野南小 5 年）中学受験コース

野々宮汐さん（伊野南中 2 年）中学受験コース

土佐中学目指して、小テストは常に 9 割を目指

塾に入ったばかりです。苦手な教科を中心に塾用

し、Vector を使って確実に覚えたいと思います。家

教材や Vector をやっていっています。まずは定期テ

でも毎日課題をこなすことで、模試でもいい席をと

ストで 50 点アップを目指したいと思います。

れるようにします。

5

垣内創太さん（学芸高 3 年）大学受験コース

津野心音さん（学芸高１年） 大学受験コース

共通テスト模試はチャレンジ時より 15%近く上

代ゼミと Vector の課題を頑張ったら、9 月のベネ

がりました。代ゼミと Vector で繰り返したのがよ

ッセの模試で数学が学年 28 位とびっくりしました。

かったと思います。

数学は嫌いですが、志望校に合格できるよう、毎日少

駿台記述模試でも阪大だったら A 判定が出ると

しずつ Vector や共通テストローラを頑張ります。

ころまで来ました。ラストスパート頑張ります。

北川且実さん（学芸高 3 年） 大学受験コース
Vector では生物基礎と日本史を中心に進めてい
ます。志望大学は、日本史の年号が出題されたりす

田中裕久さん（学芸高２年）大学受験コース
Vector は暗記科目の確認が気軽にできるので、活
用していきたいです。

るので、Vector の語呂合わせで覚えています。
スタッフコメント
クラブとの両立よく頑張りました。判定もいいの
でこの調子で頑張りましょう。

スタッフコメント
2 学期学力テスト学年 4 位。2 学期末定期テストは
F 組でクラス 2 位。学校の課題を軽くこなし、受験に
向けて邁進できています。
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橋本武倖さん（学芸高 2 年） 大学受験コース
Vector は塾が休みの時にできるのがいいと思い

菊地莉捺さん（学芸高 1 年）大学受験コース
さらに、順位を上げたいです。Vector は化学基礎・

ます。

生物基礎を頑張りたいです。

スタッフコメント

スタッフコメント

難関大学を目指して、塾では代ゼミサテラインが
中心ですが、数Ⅲの計算練習で、Vector を活用でき

学力テスト 1 学期から 2 学期で学年 75 位アップ！
理系は大変ですが、この調子で頑張って下さい。

いています。

黒岩拓未さん（学芸中３） 大学受験コース

安岡篤志さん（高知高校卒） 大学受験コース

国立理系志望です。今の成績には満足していませ

理系科目は紙でやることが多いですが、英単語や

ん。代ゼミで先攻して受験勉強真最中です。Vector

古文単語、日本史年号は Vector を利用して、隙間時

は覚えることが嫌いな僕には打ってつけです。

間を有効活用しています。化学も覚えることが多い
ので、覚えていない問題だけを抽出して穴をつぶし
ています。
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１ 生徒さんの声（習い事部門）
【国語・速読教室】

潮江中 1（旭教室）
齋藤 陸斗 くん

久重小 6（一ツ橋教室）
武林 青星 さん

潮江小 3（旭教室）
齋藤 結斗 くん

入塾して２ヶ月ですが、あっという間

この 1 年で読む力に加え、記述力

お兄さんと共に入塾してくれて、読

に４倍速で読書を楽しんでいます。初

が大幅に UP した青星さん。資料

む楽しさ、解く面白さを実感してく

めて学ぶ事にも謙虚かつ素直に吸収

を読み取ってまとめる事も得意で

れています。自由作文や想像力を

しようとする姿には頭が下がる思い

す。コツコツ練習している漢字もし

働かせる問題でキラッと光る文章

です。国語はすべての教科の土台で

っかり身に付いてきましたね。２月

を作成できる力があります。今後

す。沢山読んで基礎学力を磨きましょ

の漢検は小学生最後の有終の美

の伸びが楽しみです！来年は漢字

う。

を飾りましょう！

検定にも挑戦しましょう！

清和幼稚園年中（一ツ橋教室）安田 結香 さん
年中さんが 25 分しっかり集中して読書をする姿、その後に 25 分小 1 プリント
3 枚に取り組む姿は感動です。
硬筆で鍛えたひらがなは美しく、現在カタカナもマスター中。幼稚園やお家での
出来事をきちんとお話してくれます。

【英会話教室】

旭東小 6（旭教室）吉村 愛美 さん
入塾して以来、いつも一生懸命で真面目に授業や課題に取り組む愛美さん。わ
からない事はすぐ質問して、わかろうと努力する姿は本当に感心させられます。
周りの人にがんばるパワーが伝わることで、相乗効果をもたらしてくれる、スー
パー小学生です！

朝倉小 3（旭教室）中山 凉伯 くん
いつも明るく元気で、スタッフも凉伯くんの笑顔に励まされています。これまで
英検 Jr に取り組んできましたが、この度１月に英検 5 級に挑戦してみないかを
聞いたところ、「チャレンジしないと始まらないでしょ？」と男前な回答！！
講師陣もあまりのカッコよいセリフに目がハートでした！
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【そろばん教室】
Q.そろばんに通ってよかったことを教えて下さい。
A.子供と向き合う時間が増えました。（毎回同席させていただきあり
がとうございます。） 宿題もまだ一人では心細いようで、つきっきり
です...
Q.そろばん教室に通って変わったことはありますか。
A.数に興味を持ち始めました。例えば、目にしたものを数えたり「あと
何個足りないね」など過不足指摘できるようになりました。
Q.そろばんをやってよかったこと、身に付いたことを教えて下さい。
A.年少の 2 月から通い始めましたが、数字の書き方から 2 桁 3 桁の
読み方を覚え、足し算、引き算、掛算ができるようになりました。そし
て、宿題もしっかりあるため机上での学習習慣もつきました。また、時
間感覚もついてきたような気がします。
Q.保護者様からひとこと
A.娘は未就学児で幼いため、まだまだ集中力がなかったり、やる気が

高知保育園 年中

まばらだったりすることがあります。そんな時、先生は集中力がない
なと思ったら子供の好きな点つなぎや塗り絵などで気持ちをリセット

川添 多緒さん

してくださったり、あまりにもやる気がなかったら、子供の限界手前ま
での目標を設定してくれ、それを達成した時点で終了時間でなくても

かわん

早く帰らせてくださいました。おかげでそろばんアレルギーにならず
に通い続けてられています。（わたしがアレルギーのもとにならないよ
うにするのが課題です）そろばん教室で培った習慣や姿勢が血肉にな
ればと応援しております。
まずは９級進級！！！！！

Ｑ.そろばんに通ってよかったことを教えて下さい。
A.数字や計算に興味を持つようになっただけでなく、座ってじっくり
と勉強する習慣が付き、根気強く問題に取り組めるようになりまし
た。
Ｑ.そろばん教室に通って変わったことはありますか。
A.通い始めた頃は、難しい問題や答えが間違ってしまうと、やる気を
なくしていましたが、次第にそれがなくなり、最近では難問にもチャレ
ンジして、クリアすることに喜びを感じるようになってきました。
Ｑ.そろばんをやってよかったこと、身に付いたことを教えて下さい。
A.ステップアップしていくことの喜びを感じられるようになり、集中
力がつきました。親がついていなくても、一人で宿題に取り組むよう
になりました。
Ｑ.保護者様からひとこと

愛育会保育園 年長

A.おしゃべりが大好きで、騒がしい子ですが、いつも易しく指導して
下さりありがとうございます。又、とても褒め上手な先生方で、本人も

西藤 光正くん

通うのを毎回楽しみにしています。本人は 1 級目指しているようで
す！これからも末永く宜しくお願いします。

9

２ 保護者様の声
田代鼓さん（小 2） お母様のコメント
Vector では英検 5 級の課題に取り組ん
でいます。英単語をしっかり覚えること
は英語学習の基本中の基本ですが、テキ
ストを見るだけではなかなか覚えること
ができず伸び悩んでいました。
しかし、Vector ではネイティブの綺麗
な発音で学ぶ事ができ、間違えた箇所を
何度も繰り返し学習するため、自然と覚
えることができています。音声付きなの
で低学年でも一人で取り組むことができ
て非常に助かっています。毎日の進捗状
況も画面で確認できるので、一気に終わ
らせるのではなく、毎日コツコツと取り
組む姿勢が少しずつ定着しています。

宮下稔生さん（中 1） お母様のコメント
中学受験コースでは小４～６の 3 年間、
Vector 課題を、数十万問単位で解いてき
ました。
朝起きて 15 分、夕食後に 15 分など、
社会や理科は紙と鉛筆が無くとも隙間時
間でサクサク解けるので、生活の中でル
ーティン作業になっていたようです。
小６後半では、膨大な特殊算がタイト
な制限時間でランダムに出題されても、
鉛筆を構えるのが面倒くさいのか、頭の
中で解き方をイメージして制限時間内に
解答をたたき出していたのには驚きまし
た！間違えたところは、すぐに詳しい解
説を閲覧することができるので、その場
で即解決できるのも魅力だと思います。
お陰様で、愛光中と土佐中に合格する
ことが出来ました。感謝致します。
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３ 教室長による教室紹介
塾長 丸山雄一郎
福岡県出身 東京でサラリーマン生活を送った後、
妻の実家のある高知に I ターン。
この塾を立ち上げて 20 年がたちました。
「勉強は一人でした方が伸びる」という考えで、
この塾を運営してきましたが、昨今は進学校の生徒さ
んでも、一人で学習できない人が増えてきました。
この問題に対処すべく、学習管理ソフト Vector を
開発しています。
少ない学習時間で、できるだけ大きな成果が出せる
よう、改善を続けて参ります。

学習管理ソフト Vector 搭載の問題を、天王予備校 1 社だけで充実させるのは難しいと考え、主に首都圏の塾と提
携し問題作成や精査を共同で進めています。2022 年中に、提携塾を 50 社に増やす計画を進めています。こうする
ことで、問題の質や量が高まるだけでなく、全国の生徒さんが Vector を使い、ビッグデータを集めることができる
ようになります。このランクの学校の合格者は、受験半年前には、このようなカリキュラムで学習し、問題の正答
率はこれくらいといった、客観的なデータに基づく進路指導を目指します。
他塾と開発計画を打ち合わせていると、例えば、中学受験算数について、
「SAPIX の解き方」
「四谷大塚の解き方」
「日能研の解き方」3 つについての解説が Vector にあればいいといった話し合いもなされており、他塾と提携した
ことで、いい刺激を受けています。

教室業務に目を転じてみると、年中さんから既卒生まで、Vector 課題に取り組んでもらい、ほぼ 100％の生徒さ
んが、課題を最後までやり遂げています。未就学児や小学校低学年の英検合格率も、Vector による毎週の課題を導
入したことで格段に上昇し、昨年 10 月の英検では、90 数％の合格率を達成することができました。中学受験・高
校受験・大学受験の各コースでも、Vector 課題を毎週解き続けることで、「わかった」が実感でき、毎日塾で学習
するようになった生徒さんもいます。課題の設定についても、特に中高校生は本人さんと苦手分野を話し合いなが
ら設定するといった工夫を加えることで、やらされているという感覚ではなく自分のこととして取り組む生徒さん
も増えています。

昨年末、旭教室の中高校生を集めて「学校の課題が大変」と、来年は言わないようにしようという話をしました。
学校の課題が大変なのは、基礎学力がないからなので、Vector を利用して、まずは基礎学力を付けるようにしま
しょう。Vector 課題は、毎日 30 分～1 時間程度のものです。1 年間まじめに取り組めば、進学校であっても、十分
上位に食い込むことができます。今年の高知大学医学部医学科合格者の、既卒生コースの中山翔君のインタビュー
が、この冊子の 2 頁に載っています。医学部というと難しい勉強と考えがちですが、基本的な Vector 課題の効果に
ついて述べています。Vector 課題で十分基礎学力がついた上で、重要問題集の物理・化学を、毎日各 3 問ずつ私と
学習しました。基礎学力あってこその、重要問題集です。一歩一歩階段を上がるような学習が、結局一番遠くまで
行ける学習法だと、私は考えます。Vector 課題は毎週 100 問程度です。報いを一心に見つめて頑張りましょう。
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取締役旭教室長 高橋徹
大阪府出身。
高知大学の学生時代に、アルバイトとして天王予備
校で働き、卒業後正社員第一号として入社。以来 1８
年、塾長と二人三脚でこの会社を運営してきました。
私が働き始めたころは、ハローワークに塾講師の募
集を出したら、毎日面接をするくらい採用希望者が来
たものです。しかしこの 10 年、人材市場はひっ迫し、
今までと同じビジネスモデルでは、塾業界も立ちいか
なくなってきています。
今後も塾長と二人三脚で、Vector を有効活用するこ
とで、持続可能な塾運営をしていきたいと考えていま
す。
旭教室を十数年任されてきました。この教室で様々な生徒さんと触れ合い、たくさんの経験を積ませてもら
いました。東大理Ⅲ合格者をはじめ、高校入試・中学入試で成果を挙げたり、模試や実力テストで 1 位や偏差
値 20 アップ、学年 120 位アップなど、飛躍的に成績を伸ばす生徒さんを見てきました。
この仕事で一番嬉しいことは、志望校合格や成績をアップさせて、保護者の方に感謝されることです。その
ために、
「こんなことを頑張ったので褒めてあげてください。
」や「こういうところを改善した方がいいです。」
など、電話やメール、連絡帳、面談で、1 点でも 1 位でも成果を出せる方向に持っていけるよう、保護者の方
との連絡を密にしていきたいと考えています。
教室業務に目を転じてみると、そろばん・英会話・速読の習い事から、小学生・中学生・高校生・既卒生ま
で幅広い指導を行っていますが、主な仕事は、計画を立てて、実行してもらい、修正を行う事です。その際、
留意していることは、生徒さんをやる気にさせることですので、強制ではなく夢や目標に向かって一緒に伴走
して行けるような存在でありたいと、心がけています。
旭教室には 4 つの部屋がありますが、最も成果が出るのは大教室での自立学習です。既卒生と高校生、私立
中学 3 年生が主に利用します。小学生・公立中生・私立中 1～2 年生は各小教室で指導しますが、覚えること
は自分でき、解説を一人で読んで理解できるようになった生徒さんは、小学生でも大教室にデビューさせます。
そこに多くの生徒さんを送り込むことが私の使命です。
自立学習大教室デビューのためのツールとして、Vector 課題が大いに活躍しています。一定回数連続して正
解すると、その問題は出題されないように設定していますので、繰り返せば繰り返すほど練習すべき問題が減
っていきます。
従って、毎週同じ量の問題練習をしていても、次第に範囲が広がっていきます。この流れにうまく乗れば、
定期テスト→実力テスト→模試→入試に対応できる力が自然と身に付くシステムですので、最初は大変ですが
1 年まじめにやり続ければ、飛躍的な成績アップが期待できます。頑張ってみて下さい。
まだまだ改良の余地はありますが、集団指導から Vector 課題を経て自立学習への扉を開く流れを、この教
室で実現できるよう尽力して参ります。
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天王教室長 黒木伸也
宮崎県出身
宮崎県で高校の教師（数学）をしていましたが、高
知出身の妻との結婚を機に高知に移住し、天王予備校
に入社しました。17 年がたちましたが、社内研修で数
学以外、化学・物理・英語も指導できるようになりま
した。
天王教室は、高校で数学を指導していた三吉（最終
勤務校は追手前）、天王予備校卒業生の梅原（阪大薬
学部卒）ウィリアムや高橋（英会話担当）もいます。
習い事・中学受験・高校受験・難関大受験、あらゆ
るニーズに対応します。
伊野南小学校の生徒さんが、学年 100 名以上を超えていたころに比べ、現在は学年 20 数名と激減し、天王
教室の生徒さんも 40 名程度と小所帯になっていますが、天王地区からだけでなく、いの中心街や、土佐市か
らも生徒さんが通ってくれています。
天王教室の指導は、学習塾部門は、ベテランの金堂（社員）
・三吉（退職教員 最終勤務校は追手前の数学担
当）
・梅原（天王予備校の卒業生で、大阪大学薬学部卒）が担当します。
英会話部門は海外滞在経験の長い英会話教室長の高橋と､ネイテイブのウィリアムが担当します。
中学受験コースは、土地柄学芸志望者が多いですが、土佐中や国際中にも対応します。受験で合格させるこ
とが、もちろん大切ではありますが、合格後も燃え尽きることのないよう、Vector 等を活用しながら、自立学
習の習慣をつけてもらうようにしています。
高校受験コースは、まずは定期テストで高得点をとれるよう、学校の進度に合わせた指導をするとともに、
高校入試を見据え、Vector を利用して広い範囲の繰り返し学習を、1 週間単位で課しています。
大学受験コースは、中学生の間は英数理を中心に学校で習っているところを中心に学習してもらいますが、
高校の範囲の学習にはいるあたりから、Vector や代ゼミを使って確実な基礎力を付けてもらうようにしてい
ます。昨今の大学入試は多様化しており、できるだけ早い段階で、どのタイプの入試を選択するかを決めるこ
とが、楽に合格するポイントとなります。
ガチンコ勝負の入試に耐えられそうにないと思うのであれば、指定校を強く勧めます。合法的に下駄をはか
せてくれる制度で、高 3 の 9 月には受験勉強から解放されます。
もし一般入試を希望するのであれば、是非フライングで早期に受験勉強を始めるようにしましょう。どの科
目が、才能を問わず努力だけで何とかなる科目なのか、スタッフに質問して下さい。合格最低点を、どうやっ
てクリアするか、一緒に考えながら、要領よく受験勉強を乗り切っていきましょう。
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朝倉教室長 岩川直樹
千葉県出身
大学卒業後、東京の大手予備校で指導をしていまし
た。11 年前に、両親の故郷である高知に I ターンし、
天王予備校に入社しました。数学・物理・化学・生物・
地学は、東京で働いている頃から指導していました
が、天王予備校の研修で、英語や古文・漢文も指導で
なんｋ￥￥

きるようになりました。
システム室長の小林と、ＩT 部門の仕事も担当して
います。昨年は東京と高知の塾で Vector の導入も始
まりました。全国の塾の使用状況をヒアリングしなが
ら、品質を高めていきたいと思います。

あけましておめでとうございます。ここ数年は、生徒さんにベクター課題が浸透してきた年月だったと思い
ます。以前は、なかなか期限内に終わらせることができなかった生徒さんも、ベクターをやる習慣がついてき
て、いい方向に進んでいると感じています。
難関大というと、すぐに「大学への数学」等を思い浮かべる人もいますが、大多数の人にとって最初にすべ
き受験勉強は、基本問題の繰り返しです。できれば県体前までに、ある程度基礎学力の部分を仕上げておくと、
共通テスト演習がやりやすくなってきます。学校の課題の提出ばかりに気をとられていると、高 3 の時点で茫
然自失という事になりかねません。中学生の時から Vector 課題で入試に耐えうる基礎学力を、少しずつつけ
ていけるように指導していきたいと思っています。
天王予備校の学習スタイルは、いかに生徒さんをやる気にさせるかということが大事なので、コミュニケー
ションを積極的にとることによって、生徒さんに頑張ってもらえることを意識して、接するようにしています。
Vector を利用した繰り返し学習を通して基礎トレーニングを積んでもらい、その上で過去問演習等で分から
ない部分が出てきたときは、わかるまで説明をしていくつもりです。
中学生の間は、英語と数学を学校の教材を中心に学習していれば、十分上位に食い込むことができます。し
かし、高校の過程に入ると、過去からの借金が随所に影響を与え始めます。大学受験を上手に乗り切るために
は、学校の課題をやりつつ、同時に過去の復習を広い範囲でやる必要があります。Vector 課題を通して
日々、広い範囲の復習をすることで、模擬試験の際はもちろんのこと、定期テストについても効率的に試験勉
強ができるようになります。最初は、強制のように感じるかもしれませんが、やがて慣れてきます。各自が自
分のペースで、自分の隙間時間で、Vector 課題をやり遂げることができるよう指導していきたいと思います。
また、朝倉教室には、英会話部門も併設されています。小学校は英語を楽しんで身につけながら、小 4 で英
検 3 級合格を標準目標にしています。また、中高生は高 1 時点の英検 2 級、高 2 時点の準 1 級合格を目指しま
す。英検準 1 級に合格した柳瀬さんも、志望する国立大学の入試で、英検準 1 級合格者は、英語が満点換算な
ので、とても喜んでいます。
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一ツ橋教室長（珠算教室チーフ兼務） 田代理絵
高知県出身
事務職として別の会社に勤めていましたが、天王予
備校が珠算教室を始めるというのを聞き、念願だった
そろばん講師として入社しました。
教室探しの段階から、全ての権限を与えられ、やり
がいと責任感を感じながら、楽しく働いています。
一ツ橋教室は、速読の宮下、英会話の高橋とウィリ
アムといったほかの習い事スタッフにも恵まれ、立ち
上げ 2 年半でわずか 10 坪弱の教室に 70 名が集う繁
盛店となりました。
システム室長の小林の元、天王予備校のＨＰ作成も
担当しています。よろしくお願いします。
【そろばん教室】
いしど式には、年齢制限はありません。下記条件を満たしていれば、無料体験にお越しいただけます。
①「数字の読み書きができること」②「指を使って２＋３など簡単な計算ができること」
右脳教育に効果的な幼児期にそろばんをはじめるお子さんが増えています。
低学年指導モデル教場の指定を受け、特に幼児指導に力を入れております。
2021 年は、ソロバンコンクール学年の部で全国 1 位の生徒さんに恵まれたことや、小 2 生がフラッシュ暗算
段位 4 桁に合格しました。上級者も増えてきて、無心で何十億の計算を凄い集中力で計算しています。進級し
難しくなるにつれつまずきながらも、生徒さんがその壁を乗り越えようと諦めずに必死に頑張っている姿に嬉
しさと頼もしさを感じています。
【速読・作文・国語教室】
たくさんの本を読み、ニュース記事の読み解きや自由作文、国語の語彙や漢字などを学んできた生徒さんの
保護者様からは「学校の先生の話を聞きながらすらすらとメモを取れるようになっているようです。
」
「漢字が
大の苦手だった息子が立て続けに漢検に合格できるのは速読教室のお陰です。」
「模試の国語の成績が毎回上が
って驚いています。
」
「家族の会話がスムーズになってストレスが減りました。」
「こども新聞に興味を持ち始め
ました。
」など嬉しい声をいただいております。
これからの世の中は、
「正解のない課題をどう解決していくか？」
「いろいろな意見をまとめる要約力・記述
力」
「人々の前で発言する力」など、新しい国語の力が求められます。未来を担う子供達に、自由な発想と柔軟
性をもってもらえるよう、熱血指導をして参ります（3 月から一ツ橋教室で中学生国語教室を開講します）。
【英会話教室】
ネイテイブ講師だけの時は、授業は歌って踊って楽しいけれど、英検の合格率に問題がありました。そこで、
海外滞在経験のある日本人スタッフも教室に投入し、更には Vector に音声付きの問題を搭載して、毎週 100
問ずつ生徒さんに自宅課題として解いてもらうようにしています。未就学児でもゲーム感覚で遊びながら解く
ことができるので、昨年の未就学児・低学年の英検 5 級の合格率は 90％を超えました。
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英会話教室長 高橋美香
高知県出身
学校卒業後、アメリカに留学し、その後オーストラ
リア、ニュージーランドに滞在し、結婚を機に日本に
戻ってきました。
名古屋の英会話学校で研鑽を積んだ後、天王予備校
に入社し、英会話教室長として勤務しています。
会話と文法は車の両輪です。上手にバランスをとり
ながら上達できるよう、カリキュラムを用意してまい
ります。
では、教室でお会いしましょう。
英語はスキルなので、ピアノやそろばんと同じく、毎日触れることが上達のポイントになります。できるだ
け声掛けをして、毎日学習する習慣を身に付けさせたいと思っています。

教室で実際に William と会話をし、自宅では音声を吹き込んだ Vector 課題を毎週きちんとやりこんでくれ
さえすれば、小学校 1 年で０からスタートした場合でも、半年あれば 5 級合格が可能です。3 級まで合格すれ
ば、かなり文法も身についていますから、まずはこのあたりを目標にさせたいと思っています。そこから先は、
英会話が楽しい、英語が好きという事が条件になってきますが、英検 2 級合格を目指しましょう（天王予備校
の最年少合格記録は小 4 です）
。さらに学び続ければ、2 級合格後 300 時間程度の学習で、英検準 1 級合格が
可能となってきます。

履歴書に英検 2 級と書いても何のインパクトもありませんが、準 1 級あたりから少しは目を引くようになり
ます。今は総合選抜と名称を変えましたが、高知大学医学部医学科のＡＯ入試で､英検準 1 級をもっていると
いうことから、面接官との会話が弾み無事合格したという生徒さんもいます。昨年の準 1 級合格者は、広島大
学志望ですが、広島大学では英検準 1 級合格者は、共通テスト英語の得点が、満点とみなされる特典がありま
す。高校 1 年から 2 年の 10 月までにかけて、準 1 級に合格できるような学習法を用意してお待ちしています。

また、Vector の英検問題についても、現在は 3 級までしか用意していませんが、既卒生の英語担当の山崎先
生と相談しながら、準 2 級以上の問題を作成していきたいと思っています。他塾の生徒さんも、Vector の問題
を使用するので、解答履歴を調べながら、さらに効果的なカリキュラムを構築したいと考えています。
さらに、英会話動画も、ネイテイブのネットワークを利用して、身近な話題を土台に Vector にアップして
いきたいと思っています。

今年もどうぞよろしくお願いします。
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速読教室長 宮下青門
高知県出身
大学卒業後、銀行員として数年働いた後、スペイン
にフラメンコ習得のため留学しました。
結婚を機に高知に戻り、事務職パートとして天王予
備校に入社し、7 年前に正社員となりました。
数年前の速読教室立ち上げに際し、手を上げて速読
教室スタッフとなり、現在は速読教室長として、楽し
く仕事をしています。2022 年の 3 月からは中学向け
の国語教室も開講する予定です。
国語力は勉強面に限らず、ビジネスシーンでも、大
きな力となります。 読む力だけでなく、書く力、話
す力、聞く力等を、バランスよく育んでいきます。
教科書を読む・新聞やニュースを視聴する・メールでメッセージを送る・人とコミュニケーションをとる。
どんな場面においても、
『語彙力』
『国語力』は必要不可欠な力です。読む力や書く力は、国語だけではなくす
べての教科の土台なのですが、速読教室の門をたたく親御さんからは「教科書が読めないんです」「本が嫌い
でゲームばかりしています」「メールや会話の語彙不足、言葉足らずで困っています」など、切実な声をお聞
きします。
『読書』は、不思議なパワーを秘めています。知らなかった言葉をたくさん得ることができ、登場人物の気持
ちに寄り添うことができ、主人公の生き方や考え方を学び、人生を変える一冊に出会う楽しみもあります。
今夏の「わくわく文庫 読書感想文コンクール」では、２か月間お気に入りの一冊を読み込み、好きな場面を
深堀りし、全国審査で３名の生徒さんが、見事入賞しました。
速読教室でたくさんの本を熟読し、ニュース記事の読み解きや自由作文、国語の語彙や漢字などを学んできた
生徒さんの保護者様からは「学校の先生の話を聞きながらすらすらとメモを取れるようになっているようで
す。
」
「漢字が大の苦手だった息子が立て続けに漢検に合格できるのは速読教室のお陰です。」
「模試の国語の成
績が毎回上がって驚いています。
」
「家族の会話がスムーズになってストレスが減りました。」
「こども新聞に興
味を持ち始めました。
」など嬉しい声をいただいております。
これからの世の中は、
「正解のない課題をどう解決していくか？」
「いろいろな意見をまとめる要約力・記述力」
「人々の前で発言する力」など、新しい国語の力が求められます。未来を担う子供達に、自由な発想と柔軟性
をもってもらい、インプットとアウトプットのバランスをとりながら熱血指導をして参ります。
今年は、100％漢検合格！読書感想文コンクール 10 名入賞！が目標です。
３月からは金曜 19 時から一ツ橋教室にて中学生国語教室も開講予定です。
今年も全員成績ＵＰ目指して、一つ一つ壁を乗り越えていきましょう！
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日時・料金に関する共通規定
日時・料金 全コース共通規定（毎年 3 月より、新学年の料金が適用になります。）
連続休暇

開館時間

学期末休暇 4 日間・創立記念休暇 9 月 4 日間・夏期休暇 9 日間・年末年始休暇 7 日間
朝倉・旭教室

平日 9：00～21：40

(土日祝日は休館日)

天王教室

平日 16：00～21：40

(土日祝日は休館日)

一ツ橋教室

平日 16：00～19：00 金曜日 16：00～20:00

(土日祝日は休館日)

※ 7/21～8/31・12/21～1/7・3/21～4/7：朝倉・旭・天王教室 20:00 閉館
入 会 金
施設使用料

22,000 円（珠算・速読・英会話は 16,500 円）
※ 兄弟 2 人目以降は無料です。
3,6,9,12 月に 4,400 円（珠算・速読・英会話は 3,300 円）
下記に該当した場合、申告月の翌月より当校月謝部分を割引いたします。
・兄弟割 2 人目半額(下限 8,000 円) 3 人目以降 1/3（下限 6,000 円）
・所得割 世帯収入が 400 万円以下の場合、何人通っても上限 2 万円

割

引

毎年 3 月に申請してください(詳細は事務へお尋ねください 0120-935-075)
・優秀割 東大・京大・国公立医学部 駿台記述模試Ａ判定：6 か月無料 Ｂ判定：6 か月半額
※ 代ゼミサテラインゼミ料金が、校月謝に含まれている料金設定の場合、
代ゼミサテラインゼミ料金が、割引の下限になります。
・代ゼミサテラインゼミおよび既卒生年間授業料については、分割払いが可能です。

分割払い

初回 30％をお支払いいただければ、任意に分割払い方法を設定することができます。
・分割払いの場合、毎月のお支払いに、分割手数料 500 円が加算されます。
・入塾月を含め 2 か月を経過した翌月から、口座引き落としを利用されないお客様は

手 数 料

請求事務手数料を毎月 200 円いただきます。
・引き落とし不能や、期日までお支払いいただけず再度請求する場合は、再請求の都度
再請求手数料として 200 円をいただきます。
・市販教材を利用する場合は実費(年間数千円～1 万円程度)

書 籍 代
テスト代

・
「代ゼミサテラインゼミ」
「四谷大塚教材」を使用する場合、申し込みの都度、
「書籍郵送・事務費」して、1000 円(10 冊まで)が必要になります。
・塾が指定するテスト受験料が必要になります。

退塾の扱い
料金改定

・退塾の申し出があった日が含まれる月の授業料は返金されませんのご注意下さい。
・消費税・代ゼミサテラインゼミ料金改定時は、改訂と同時に新料金が適用になります。
・当社による料金改定時は、毎年 3 月に新料金表が適用になります。

速読教室

課題チェック
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個別指導

既卒生コース（旭教室 平日 9：30～21：40）
既卒生を担当するスタッフ

高橋徹（高知大卒）

丸山雄一郎（京大卒）

小林史郎（東大・京大卒）

取締役旭教室長

代表取締役社長

システム管理室長

学習管理から暗記物のチェック

高橋教室長をサポートして、皆

東大・京大二次添削を担当しま

まで、幅広く私がお世話します。困

さんの学習管理を担当します。

す。事務室にいますが、質問があれ

ったときはすぐに相談して下さい。 難関大二次添削も担当します。

ばいつでも訪ねて下さい。

山崎文（早稲田大学卒 英検 1 級）

宮下青門（慶応大学卒）

梅原千晶（大阪大学薬学部卒）

共通テストの英語が半分以下の

天王予備校の卒業生です。要領

模擬試験の選定から、必要な教材

生徒さんから、東大・京大の二次対

の良い勉強法を知りたいときは、

の準備まで、幅広く既卒生をサポー

策まで、幅広くサポートします。

いつでも声を掛けて下さい。

トします。
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医進ゼミ

料金（詳細は 18 頁を参照して下さい）

共通テスト７0％以上が望ましい

年間授業料 72 万円（分割可）

①

処理能力の訓練と、知識の詰込みをメインにしたコースです。

②

細かく管理されたい人から、ある程度自由にやりたい人まで、生徒
さんのニーズに応じて、個人別にカリキュラムを設定します。

①

共通テスト 60％前後からのスタートの場合、2～3 年かかることもありますが、進学校の生徒さんであれ
ば四国内の医学部であれば、合格していきます。土佐・学芸はもとより、土佐塾・追手前・小津・西の
生徒さんの合格実績があります。

② 9 月の共通テスト模試で、総合得点率が 75％を超えていれば、1 年目の合格が射程に入ります。医学部
というと、遠い存在のように感じますが、進学校の生徒さんであれば、知識の詰込みと処理能力の磨き
上げでなんとかなります。
③

最初に点数が上がるのが、化学・英語・歴史系科目です。まずはこのあたりの科目が半年で 80％を超え
ることを目指すことです。モチベーションがアップして受験勉強に弾みがつきます。数学と相性が悪い
人でも、2～3 年で数学満点を連発するようになります。
最後まであてにならない現代文が、得点率が 50％を割っても、合格できる計画を立てます。

※

注意すべき点として、模擬試験のたびに一喜一憂しないことです。一気に合格する人もいれば、時間がか
かる人もいます。そういう世界と割り切って精進できる強い精神力が必須です。

難関大コース

料金（詳細は 18 頁を参照して下さい）
年間授業料 48 万円(分割可)
上記金額は､

文系（共通テスト 70％以上が望ましい）

代ゼミサテラインゼミ料金 276,000 円を含みます

代ゼミサテラインゼミ 4 講座を受講できます

年間授業料 54 万円（分割可）
上記金額は、

理系（共通テスト 70％以上が望ましい）
代ゼミサテラインゼミ４講座コース＋①を受講できます

① 神戸大以上を狙うコースです。
東大・京大・早稲田・慶応卒のスタッフが対応します。
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代ゼミサテラインゼミ料金 361,000 円を含みます

② 午前中に代ゼミサテラインゼミの受講は済ませてください。午後はスタッフが質問に応じます。
③ 基礎的な訓練は、各自自分の問題として取り組んでください。
但し、学習方法や計画については、スタッフと綿密にコミュニケーションをとってください。
④ まずは、共通テストが 80％を超えることを目指してください。
⑤ 80％を超えた人から二次過去問対策を始めます。特に東大・京大を受験する人は、毎週数学と理科の過去
問が、最低 1 問ずつ添削課題として与えられます。

高知大～岡山・広島大レベルコース

料金（詳細は 18 頁を参照して下さい）
年間授業料 48 万円(分割可)
上記金額は､

文系

代ゼミサテラインゼミ４講座コースを受講できます。

代ゼミサテラインゼミ料金 276,000 円を含みます

年間授業料 54 万円（分割可）
上記金額は、

理系

①

代ゼミサテラインゼミ４講座コース＋①

代ゼミサテラインゼミ料金 361,000 円を含みます

夏までに、代ゼミサテラインゼミで、高校時代の穴を一気に埋めます。
代ゼミの授業で理解できない所は、予備校スタッフが説明します。

②

午前中に代ゼミサテラインゼミの受講は済ませてください。
午後はスタッフが、年間計画に沿った課題チェックを行います。不合格者は補習を受けてください。

③

ボーダーを超えるまでは、塾の管理も厳しいですが、ボーダーを超えてきたら、ある程度自由に勉強する
ことができます。

代ゼミで一気に体系的理解

個別指導で苦手克服
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既卒生も基礎訓練は大切

大学受験コース（旭・朝倉・天王教室 平日毎日通えます）
学年

月謝

施設使用料

入会金

7 月料金

12 月料金

3・6・9・12 月

高3

31,500 円

4,400 円

22,000 円

63,000 円

47,300 円

高 1～2

27,500 円

4,400 円

22,000 円

55,000 円

41,300 円

中3

23,000 円

4,400 円

22,000 円

46,000 円

34,500 円

中 1～2

19,500 円

4,400 円

22,000 円

39,000 円

29,300 円

各教室開館時間

※

朝倉・旭教室【平日 16：00～21：40】

天王教室【16：00～21：40】

詳細は 18 頁を参照してください。

コース概要と、大学受験昨今の様子
①

東大・京大を狙う生徒さんから、何が何でも赤点を回避したいといった生徒さんまで、多様な生徒さんが
通っています。

② 高 3 の 6 月に実施される、ベネッセ共通テスト模試の学校平均得点率は、私立の進学校と県立トップ校で
55％～60％強（およそ高知大学のボーダー前後）となります。高 2 の生徒さんは、共通テストチャレンジ
で、英数国でどれくらい得点できるか実体験したはずです。
一般入試を狙うのであれば、学校の今習っているところの課題プリントだけではなく、広い範囲を復習する
必要があります。Vector や代ゼミサテラインゼミを上手に取り入れ、できるだけ早い段階から、広い範囲
の、繰り返し学習に取り組んでもらいます。

③

中高一貫校の模擬試験における校内順位を評価する上での留意点
進学校の学校平均点と全国平均点の推移というグラフを、保護者会でお見せすることがあります。中高一
貫校の場合、先取り学習の貯金のおかげで高 1 の時は学校平均点が、全国平均点を各科目とも大きく上回
ります。しかし、学年が上になるにつれて、全国各県のトップ進学校が大きく追い上げる為、その差は小
さくなる傾向があります。校内順位が同じということは、全国的には徐々に順位を下げているということ
に、留意する必要があります。
高 2 の 1 学期迄は、ベネッセ記述の総合偏差値 70 以上を、そこそこの生徒さんが取りますが、高 2 の 2 学
期を境に、偏差値 70 以上の人数が減るような印象があります。逆に最上位層の生徒さんの偏差値は、高 2
のこの頃から 75 を大きく上回るようになります。
一般入試で最難関を狙うか、指定校で早慶上智を手堅く取りに行くか、このあたりを判断材料にすることを
勧めます。
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④

指定校推薦という選択肢
進学校の生徒さんも、何が何でも浪人して初志貫徹というタイプは非常に少なくなってきました。おそら
くは、いけるところでいいと思っている方が、多数派なのではないでしょうか。そこまで割り切るのであ
れば、指定校推薦をぜひ視野に入れてみてください。
県外で大学生活をさせる場合、私立で 1200 万円、国立で 1000 万円。仕送りの大半は生活費の部分となる
ため、私立と国立の差は、絶対額から見たら大差はありません。

指定校推薦と共通テスト利用のボーダーの差

(共通テスト得点率)

指定校合格者の

共通テスト利用の

安全圏と考えられる

共通テスト模試の成績

ボーダーライン

学芸普通クラスの順位

早稲田クラス

75％以上

90％

1～3 位

ＧＭＡＲＣＨ

60～65%以上

80％以上

10 位以内

関関同立

60～65%以上

80％以上

10 位以内

※

表右端の、安全圏からかなり下の順位でも、手を上げるライバルがいない場合は、合格できます。
特に、GMARCH、関関同立クラスの指定校合格者は、学芸の普通クラス順位が、かなり下の生徒
さんでも、合格していくケースが増えている印象があります。
詳細は文面にするのがはばかられますので、三者面談等の時にスタッフにお尋ねください。

⑤

高知大学推薦という選択肢
こちらは、公立校の生徒さんが入りやすいような印象を受けます。
学校の成績がそこそこであれば、センター試験の得点率が 40％前後という生徒さんでも、高知大学に
推で、すんなり合格していきます。

共通テスト演習

代ゼミでまずは理解
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Vector で基礎力アップ

高校受験コース（旭・天王教室
学年

月謝

施設使用料

平日毎日通えます）

入会金

7 月料金

12 月料金

3・6・9・12 月

中3

23,000 円

4,400 円

22,000 円

46,000 円

34,500 円

中 1～2

19,500 円

4,400 円

22,000 円

39,000 円

29,300 円

各教室開館時間

※

旭教室【平日 16：00～21：40】

天王教室【16：00～21：40】

詳細は 18 頁を参照してください。

コース概要 と 高知県の高校入試について
①

学校の進度に合わせて、定期テスト対策をするとともに、天王予備校自社開発の学習管理ソフト Vector
を使用して、毎週幅広い範囲の復習課題を自宅等で解いてもらいます。

②

公立中学の定期テストは大幅な点数アップが可能ですので、テスト数週間前から学校のワークなどもチ
ェックを行っていきます。

③

公立中学生は 3 年の 9 月から統一模試も行われます。夏休みから過去問を演習していき、高得点を狙い
ます。同じく 1 月からは公立高校入試の過去問に入り、問題に十分慣れた状態で入試に臨めるようにし
ていきます。

④

土佐・学芸・追手前志望の生徒さんは定期テスト 450 点以上で別メニューとなります。

⑤

以下高知県の高校入試制度についてみていきましょう。

統一模試の得点による各校ボーダーライン
合格可能性

85%以上

60%以上

35%以上

追手前（普通）

169

155

137

小津（普通）

148

133

122

高知西（普通）

148

133

122

高知商業（総マ）

137

122

111

丸の内（普通）

130

118

111

高知南（普通）

97

75

54

高知東（総合）

79

61

46

高知県立高校の入試は A 日程で定員に満たなければ B 日程が行われるというように制度が変更されていま
す。そのため、上位校では A 日程一発勝負の学校がほとんどです。
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また学力検査出題の方針が「中学校学習指導要領にそって，基礎的・基本的な知識・技能の定着と，学習や
実生活の場面において，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の力をみ
るものとする。」となっており、知識だけで解ける時代は終わり、問題自体が確実に難しくなっています。
高知県の高校入試の配点は、以下の通りです。
【学力検査（入試当日の科目配点）
】
国語

50

社会

50

数学

50

理科

50

英語

保健体育

技術･家

50

【調査書における「各教科の学習の記録」】
国語

社会

数学

理科

音楽

美術

外国語

庭
20

20

20

20

40

40

40

40

20

学力検査の合計 250 点に対して、調査書における「各教科の学習の記録」の合計は 260 点あり、比重が大きい
ことが分かります。学力検査が難化し点数が下がることが予見される分、さらに調査書における「各教科の学
習の記録」が重要視されることとなります。調査書における「各教科の学習の記録」の得点を上げるためには、
3 年間をまじめに取り組み、定期試験の成績をしっかり高位置で保つ必要があります。もちろん生活面でも「遅
刻・欠席をしない」
、
「授業態度（いねむり・暴言）
、提出物に気を付ける」といったことは必須となります。
天王予備校の指導は、定期試験・模擬試験・入試で好成績をとる大前提として、塾の延長としての家庭学習も
含めて、学習の習慣化に徹底して取り組んで参ります。
最後に、ここ数年のその他の変更点を。
5 教科の試験時間が５０分に変更。 「西高校」は「国際高校」に、
「南高校」は閉校。 区外枠→撤廃。
学芸高校の定員→５０人。土佐高校・学芸高校は一般試験のみ、推薦入試は廃止。
高校受験は長丁場だけに途中、情緒不安定になって受験勉強が手につかなくなる場合もあります。公立上位校
をめざす人は「私立高校」を受験して合格することも視野に入れておくといいと思います。
1 月に入試・合格発表があります。大変合格しやすくなっていますので、是非利用することを勧めます。
また、高専の推薦選抜が一本化、推薦にも英語と数学の学力試験(50 分程度)が課せられるようになっていま
す。学力選抜は 5 教科入試となっています。さらに、「ソーシャルデザイン工学科」としてこれまでの４学科
が１学科として募集されます。３年生時から「エネルギー・環境コース」
「ロボティクスコース」
「情報セキュ
リティコース」
「まちづくり・防災コース」
「新素材・生命コース」と五つの専門コースに分かれていくことに
なります。

基礎知識は Vector で

「できる」が増える個別指導
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模試も教室で受験

中学受験コース（旭・天王）
時間

施設使用料

学年

曜日

小4

火・金

17:00～18:30

12,000 円

4,400 円

22,000 円

小5

月・水・木

17:00～19:00

21,500 円

4,400 円

22,000 円

17:00～19:00

28,500 円

4,400 円

22,000 円

小6

月謝

（居残りあり）

月・火・木・
金

入会金

3・6・9・12 月

備考

7 月 43,000 円
12 月 32,300 円
7 月 57,000 円
12 月 42,800 円

入塾時の偏差値が 50 以上で土佐､45 以上で学芸への合格を保証します。
（2 年間以上通塾することが条件）
万が一不合格になった場合は、高校入試まで月謝部分について無料で指導します。
知識問題や一行問題あるいは単純読解問題については、自社開発の学習支援ソフト Vector を使い、ゲーム
感覚で遊びながら身に付けてもらいます（自宅でもスマホでも利用可能。学習履歴も残りますので、直前期
には１０回間違えた問題だけ訓練する等の利用が可能です）
。
塾では算数や理科の一分野を中心に、質疑応答を交えながら考える力を育成する授業を進めていきます。
最大の売りは、小 6 でも 2 時間×週 4 回という少ない拘束時間で成果を挙げるところです。
偏差値を 10 以上アップする生徒が多数在籍しています。
（偏差値 UP 一覧は、ＨＰ等でご覧下さい）
。
学年

3月

4月

5月

6月

小4

計算のきまり
昆虫・光・磁石
方位・地図

和差・植木
水と空気・太陽
都道府県

面積・概数
月・植物
山・川・平野

周期・体積
圧力・星座
世界地理

小5
小4から
継続

小5

小6

体積・数列・鶴亀
圧力・星座・天気
面積・人口・地方

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

円・分配
人体・溶解度
気候・海洋

方陣・消去
気体・燃焼
農業・稲作

割合・速さ
重さ・気象
畑作・畜産

平均・多角形
天気・温度
林業・漁業

食塩水・売買
温まり方・ばね
工業・公害

差集め・過不足
動物・人体
工業地帯・地域

仕事・図形 条件整理・場合 平均・和と差
滑車・まとめ
ばね・てこ
現代社会
大正～昭和

規則性・速さと比

数に関する問題

面積・約数・倍数 円・分配・小分数 方陣・消去・割合 速さ・平均・多角形
電気・温度・流水 人体・溶解・気体 燃焼・重さ・気象 天気・温度・温まり
縄文～古墳
気候・海洋・農業 林業・漁業・工業 工業地帯・地域

食塩・売買・差集
ばね・動物・人体
飛鳥～平安

面積・水量・旅人
溶液・誕生・運動
鎌倉～戦国

速さ・水量
旅人・比 規則性・時計 流水・通過
水溶液・誕生 運動・燃焼 磁界・水溶液 大地の変化
縄文～古墳 飛鳥～平安 鎌倉～戦国 江戸～明治
角度・和差・植木 図形・概数・周期
昆虫・磁石・空気 太陽・月・植物
地図・都道府県
地形・世界地理

7月

数列・つるかめ
約数・倍数
天気・電気
温度変化・流水
面積・人口
各地方

各教科復習（志望校・各教科偏差値別）
小6模試過去問演習

比・規則性・時計 流水・通過・仕事 図形移動・まとめ
燃焼・磁界・溶液 大地・ばね・てこ
滑車・まとめ
江戸～明治
大正～昭和
現代社会

各教科復習（志望校・各教科偏差値別）
志望校入試過去問演習

小4
四谷大塚予習シリーズを噛み砕いた『当校オリジナル教材』を使用します。1 週間で習った範囲を大量の
問題演習で定着させます。本年度愛光中に合格した生徒さんは、小 4 からこのテキストで勉強しました。
小5
1 年間で入試全範囲をカバーする『ダイジェスト版教材』を使用します。5 年のうちは、ついていくのが
大変に感じますが、6 年の時に多くの時間があるので、苦手科目を何度も繰り返して定着させます。
小6
『ダイジェスト版教材』を毎週復習しつつ、模試過去問での実戦演習が中心となります。得意科目は、
夏期講座から入試過去問演習に入ります。

授業中はよく聞いてから解く

タブレットでどこでも演習
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覚えるまでは帰れません

土佐塾模試における偏差値ボーダー（小 6 の 7 月以降）

ラ・サール中
土佐塾模試での志望校判定はありませんが、過去の合格者は常に 10 位以内をキープ。四谷大塚予習シリーズを
自ら読み解き、入試問題も解説を見て「この解き方でもいいですか？」と、別解を示すような生徒でした。
愛光中
小 6 の 9 月以降も 50 位前後に入っていれば合格する。ただ、土佐塾模試算数の 1、2 枚目はほぼノーミスで 3 枚
目を考えるのが楽しい、物理（てこ・電流）
・化学（溶解度・中和）が苦も無く解けるタイプでないと合格は難し
いです。国語は漢字・語彙・文法が備わっていて、50 字程度の記述に耐えられれば何とかなりますが、偏差値 57
あたりは必要です。
土佐中
算数か国語のどちらかが偏差値 60 以上で、総合でも最低 55 は欲しいところです。やはり算数が合否を大きく左
右しますが、土佐中実戦模試（白線会）の算数の成績が 3８点/150 点中で合格したケースもあります（土佐高校
卒業後、天王予備校の既卒生コースで学び、3 年かかりましたが徳島大学医学部医学科に合格しました）
。
計算は 1 問しか出ないので、通過算・ニュートン算・旅人算・鶴亀算・倍数算といった典型的な特殊算を身に付
ける必要があります。てこ・電流・ふりこは、それほど難問ではありません。国語は模試よりも解き易いです。
社会は資料読み取り型やその場で考えて解く傾向に変わってきていますが、基本知識を覚えていないと勝負にな
りません。世界情勢を絡めた時事問題が多く出題されます。
学芸中
土佐塾模試・学進会模試で偏差値 48 あたりあれば、何とかなります。算数は割合・速さ・比の概念がきちんと
身に付いていれば、それほど特殊算を使わなくても十分合格点が取れます。計算は 6 問出るので、必ず完答して
下さい。国語は 2 日目に漢字・ことわざ・慣用句・四字熟語・主語と述語が、問題用紙 1 枚まるまる出題される
ので、そこで点数を稼げます。社会は単純な一問一答式の知識暗記で OK です。理科が少し難解なので、物理・
化学が苦手な人は、生物・地学で点数を稼ぎましょう。
土佐塾中
偏差値 44 前後で受かります。算数は計算がやや難解で型にはまった特殊算で 1 枚目が解ければ大丈夫です。国
語では 100 字程度の作文が出題されます。理科・社会は難しく感じるかもしれませんが、5～6 割取れればいい
です。
附属中・国際中
倍率が高く、面接も重視されます。附属は国語の聞き取りテストや高知県内の地理について、国際は資料読み取
り型の総合問題と 400 字作文が出題されます。特殊算はできなくても受かります。
27

かがやきっず 習い事（そろばん・速読・英語）
月謝

施設使用料

入会金

7 月料金

12 月料金

16,500 円

14,400 円

10,800 円

3・6・9・12 月

週 1 時間×2 日コース

3,300 円

7,200 円（＠55 分）
※未就学児～低学年は
週 1 日コース 3,600 円も
応相談で用意します。
一ツ橋教室（月・火・木）

旭教室（水・金）

16～17 時 初級（基本～7 級） /

17～18 時 中級（6 級～4 級） / 18～19 時 上級（3 級～段位）

その他料金詳細は、18 頁を参照して下さい。

そろばん教室
☆受入対象（未就学～高校生）
いしど式では、年齢制限をしておりません。下記条件を満たしていれば、無料体験にお越しいただけます。
①

「数字の読み書きができること」

②

「指を使って２＋３など簡単な計算ができること」
右脳教育に効果的な幼児期にそろばんをはじめるお子さんが増えています。
低学年指導モデル教場の指定を受け、特に幼児指導に力を入れております。

☆指導内容
珠算 ・ 暗算 ・ 読上

・ フラッシュ暗算

☆指導方法
初歩指導では、何回間違えても繰り返すことで、最終的にすべて「〇」がもらえるように指導します。
子供たちのやればできるを育てます。
課題が細かく設定されているオリジナル教材なので、幼児でも無理なく進めます。
教室の中ではグループ分けをして、個人の能力にあった「個別対応指導」や「暗算能力」を
鍛えていきます。通塾は週２回以上の受講が効果的です。練習期間があくと、授業時間に占める復習の時間が
多くなります。短期間で成果を上げるためにも、週 2 回コースを勧めています。
毎週、宿題の課題があります。毎日 15 分程度ですので、最初に習慣化すると、スムーズに進級していきます。
1.ホップ、ステップ、ジャンプ！
1+1＝から個別対応

3.楽しいのは、

2.いよいよかけ算

そろばんだけじゃない‼

初めての検定試験へ‼

4.暗算ダイスキ‼

理解も、進みも人それぞれ、お子さ

九九も覚えて「27×8＝」など、2

保護者アンケートでも

「とうめいそろばん」は、そろ

んの理解に合わせて、無理なく

桁×1 桁のかけ算にもチャレン

「楽しく通っている」と 94％の

ばんの珠を頭にイメージする

個々のペースで進めます。数字だ

ジ。幼児期に始めるお子さんは、

方が回答。

珠算式暗算のこと。パターン

けではなく、
「珠」を動かすことで、

学校で九九を習う時には完璧にマ

前向きな言葉で自己肯定の心を

認識とイメージ力は、昨今の

数の概念を学びます。

スターしています。

養う指導を実践します。

大学入試でも役立ちます。
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☆効果
そろばんは、計算力アップだけでなく様々な効果があります。
そろばんをやっていて、よかったことベスト 10（保護者様アンケートより）
1 位：計算力がついた
2 位：集中力がついた
3 位：自信がついた
4 位：目標を持てるようになった
5 位：友達が増えた
6 位：記憶力がついた
7 位：成績が上がった
8 位：積極的になった
9 位：落ち着きが出た
10 位：我慢強くなった
右脳開発でそろばん脳を作り、計算力だけでなく、幼少期に必要な要素をたくさん身に付けることができます。
そろばんを頭のなかに浮かべ計算する珠算式暗算力を身に付ければ、子供さんの将来の受験にも役立ちます！
この能力は一生モノです。
☆イベント
年に 2 回の力試し。全国各教室で行われるそろばんコンクールや、毎年 10 月に開催される中四国大会などの
イベントもあり、努力して自分の能力を高めることや、仲間と切磋琢磨することなども学ぶことができます。
2021 年の中四国珠算大会では天王予備校 第 3 位を獲得しました！
・中四国大会の様子

1 年生：掛算・割算もお手の物

真剣に取り組みます

1 年生：かけ算の暗算もスラスラ

年長さんも 1 時間しっかり集中

フラッシュ暗算で暗算力を鍛えます

年少さんから年長さんクラス
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分かるまで丁寧に指導します

十段とるまで頑張るぞ！

速読・国語教室
月謝

月

謝

施設使用料

入会金

7 月・12 月料金
通常月と同じ

3・6・9・12 月

速読・国語教室（＠55 分）

7,200 円

3,300 円

16,500 円

14,400 円

速読教室（＠30 分）

3,600 円

3,300 円

16,500 円

3,600 円

16:00~16:30 ／ 16:30~17:00
一ツ橋教室（火・金）
16～17 時 未就学児 /

17～18 時 低学年 / 18～19 時 高学年 / 19～20 時 中学生(金曜のみ)

旭教室（水）
16～17 時 未就学児 /
※

17～18 時 低学年 / 18～19 時 高学年

速読教室 30 分コースは、未就学児～1 年生向けです。その他料金詳細は、18 頁を参照して下さい。

☆受入対象
①

年中～小学生
きちんと一人で座ることができ、ひらがなの読み書きができれば、通うことができます。

②

中学生【一ツ橋教室のみ、金曜 19～20 時に､国語主体の教室があります】

☆指導内容
①

わくわく文庫での速読聴 ・ 読書感想文

②

身近なニュース等をもとに、制限時間内に作文・スピーチ・デイベートをすることで、考える力・発信す
る力・聞く力・書く力を養います。

③

漢字検定対策
言葉を知らないとそれまでです。量はやがて質に転化します。

☆指導方法
◎速読聴
朗読音声を聞きながら、本を読み進めていきます。未就学児や小学校低学年の生徒さんでも、抵抗なく本を
読み進めていただけます。わくわく文庫では、日本と世界の名作・古典から新作まで・ジャンルは物語・伝
記・フィクション・ノンフィクションとバランス良く揃えています。未就学児でも楽しめる絵本から、中国
伝記や推理小説など大人でも読みごたえのある本の数々！読後の感想シートは生徒さんの個性が光ります。
◎国 語
小学校低学年には国語文法プリントや短文作成プリント、小学校高学年には読解問題の解説やこども新聞を
使ったディベート練習も行います。自分が感じたこと、気づいたことを制限時間内にきちんと文章化する練
習は、今後中学→高校→大学と進学する際の記述式や小論文対策に大変役立ちます。
『継続は力なり！』
◎読書感想文コンクール
日頃、読書に励む子ども達がその成果を発揮できる機会として、毎年夏休みに「わくわく文庫読書感想文コ
ンクール」に応募します。入賞者は東京での授賞式やうれしい参加賞もあります。
◎漢字検定
当該学年の漢字を秋には終了させてひたすら過去問演習。漢検 100％合格を目指します。
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☆効果 （保護者様アンケートより）
〇「国語教室に通い始めて 1 年。苦手だった国語が『好き！』と言えるほどになり大変嬉しく思います。国語
に取り組む姿勢も変わってきたのでこれから楽しみです！」
（小 5 生のお母さま）
〇「先生の褒めてやる気を引き出すお言葉がけにより息子はかがやきっずに通う事を日々楽しんでいます。常
に次の目標をたてることでやる気を継続出来ています。」
（小 1 生のお母さま）
〇「速読聴の効果で人の話がゆっくり聞こえるのでゆとりを持って他人の話が聞けるようになりました。学校
の先生にも、話を聞けるようになったね、と褒められます。」
（小 3 生のお母さま）
〇「読書はもともと好きでしたが、書く事や意見を伝える事が苦手で入塾させました。授業では毎回書く事を
取り入れて下さるので、周りのみんなに押されて記述に慣れ、今では私がビックリするほど上手な文章を書
けるようになりました。お友達とのディスカッションも楽しんでいるようです。」
（小 4 生のお母さま）

国語文法プリントを分かり易く

100 冊読んで読書の達人に

新聞を使ったディベート練習

解説
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読書が苦手でも音声がサポート

英語教室
月謝

月 謝

施設使用料

入会金

7 月・12 月月謝

16,500 円

7 月 14,400 円

3・6・9・12 月

未就学～小学生（＠55 分）

7,200 円

3,300 円

グループレッスン

12 月 10,800 円

英検準 2 級以上の小学生＋中高生

7,200 円

3,300 円

16,500 円

7,200 円

（＠30 分 １：１）
【未就学～小学生

グループレッスン】

天王教室（月） 一ツ橋教室（水） 旭教室（木） 朝倉教室（金）
16～17 時 英検ジュニアクラス

/

17～18 時 英検 5 級クラス / 18～19 時 英検 4 級以上クラス

【英検準 2 級以上の小学生 ＆ 中高生 １：１個人指導】
天王教室（月） 旭教室（木） 朝倉教室（金）
19：00～19：30
※

19：30～20：00

20：00～20：30

20：30～21：00

英検ジュニアクラス（入塾後およそ 3 か月ほどかかるコースです）は、オンライン教材費が 5,600 円程度
必要です。その他料金詳細は、18 頁を参照して下さい。

☆受入対象・指導内容
年少～小学６年生（16～19 時 1 時間の集団授業です）
英検ジュニア・英検 3 級までを目指すコースです。
中学生～高校生 （19～21 時 30 分の１：１の個人指導となります）
高 1 の 1 学期に英検 2 級、高 2 で準 1 級を目指すコースです。
☆指導方法
◎幼児・低学年【英検ジュニア合格を目指すコース】
ネイテイブと海外滞在経験のある日本人ベテランスタッフのコンビで指導します。
宿題は、旺文社のオンライン版「ラーニング」を使用。小さいお子様でも取り組みやすいドリルとなってお
り、ドリルの課題をクリアするとゲームにも挑戦ができ、何度も繰り返しチャレンジするので、自然と単語と
簡単な会話が耳に残り、楽しく学ぶ事ができます。スゲームなどに一歩ずつ近づくので、常に目標を持ってチ
ャレンジすることができます。ドリル＆ゲームでお子様のやる気を継続させます。

テキストに添った場面がでてきます。

ゲーム感覚で上達します。

当日、学習した場面の宿題をだしていきますの

シャッフルゲームなど、
画面事に色んなゲームを

で、次の授業日までに学習して、★★★星が 3

楽しめます。

つ付くまで繰り返しチャレンジします。
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◎小学生【英検５級～３級合格を目指すコース】
当校オリジナルの英検対策の教材を使った授業を行います。市販のテキストでは補え
ない部分をバランスよく学習してもらいます。毎週、当日の授業内容のホームワーク
があります。ホームワークは当校オリジナルオンライン教材【自宅学習型】Vector で、
当日の授業内容の復習に取り組みます。パソコン・タブレット・スマートフォンなどで、
ゲーム感覚で 100～300 問程度の問題を繰り返し解き進めます（音声付）
。授業の始まりには毎週５分程度の小
テストで理解度をチェックしていきます。ホームワークが未受験や小テストが不合格の場合は居残りで補習を
し、その週の課題を終わらせます。
英検テスト前の約１カ月は、過去問演習を重ね
合格へ導きます。Vector では保護者様が自宅で
お子様の進捗状況を確認できるシステムもある
ので安心です。
◎中高生・英検準 2 級以上を目指す小学生【英検準 2 級～準 1 級】
中 3～高２までに、英検 2 級を取得します。
英検 2 級合格時より、300 時間程度学習すれば準 1 級が視野に入ってきます。
① 英検準 1 級レベル（ＣSE2300 以上、ＳEFR 基準順Ｂ－２以上）の取得は、多様化する入試制度の下、大
きな武器となります。
② また、難関大一般入試の語彙レベルは６０００～８０００語の必要とされます。
７５００語以上必要な英検準１級レベルの学習は、必ずや入試の局面で役に立ちます。
③ 学校推薦型選抜（指定校推薦・公募）と総合型選抜（AO 入試）が、一般選抜（一般入試）の定員を超
えている大学が多数派です。ここでも英検準 1 級レベルが、出願基準や合格に有利な資格となります
☆効果 （保護者様アンケートより）
〇英検ジュニアオンライン教材で楽しく自宅学習ができています。楽しいゲームもセットになっているのでホ
ームワークが楽しみになっているようです。わかりやすいイラストが表示されるので覚えやすく、楽しみなが
らたくさんの単語を覚えることができているようです。今では英語が大好きになっています！将来が楽しみで
す！（小 1 生のお母さま）
〇塾ではリスニング対策、自宅では毎日ベクターで文法や単語を繰り返し復習しています。タブレットでの学
習が楽しいようで、自宅でも毎日英語に触れられて知識が定着しているようです。（小 2 生のお母さま）
〇代ゼミサテラインゼミも併用しています。映像授業で基礎からしっかりと分かりやすく説明してくれて、わ
からないところは何度でも受講できるので気に入っているようです。学校での英語の成績も上がり力になっ
ています。
（中 1 生のお母さま）

リスニングチェック

さぁ英語で言ってみよう！

英語は楽しみながら
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英検対策
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