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受験は要領

天王予備校マニュアル
①入室予定時刻
→毎週日曜日に先々の予定を入力する。
②Vector 課題
江戸直樹さん（追手前→天王予備校既卒生コース→高知大学医学部→ 現在心臓外科医）

現役時は、学校の課題に追いまくられセンター試験は 60％でしたが、センター試験の 1 週間後
には、翌年の合格を目指して、天王予備校の医進ゼミに入学してきました。
このライン（センター60％前後）から浪人して、医学部進学を勝ち取っていくのは、まじめで
かつ、割り切った学習ができるタイプです。
私たちが徹底して指導したことは、知識の詰込みと、英語を得意科目にすることと、理系科目の
一行問題の訓練です。ストップウォッチを使っての計算練習等や、毎日毎日暗記を繰り返すような
ことを、進学校の生徒さんは馬鹿にしがちですが、努力して確実に習得できる部分で失点するの
は、もったいない限りです。
入塾してすぐに、まずは努力だけで何とかなる化学と英語を短期間で 90％取らせて自信をつけ
させようとしました。そのために、代ゼミの授業を一気に受講させましたが、よく耐えてくれま
した。1 回の受講で頭に入るとはこちらも思っていませんが、一気に聞いた授業は何となくです
が、全体像が見え始めています。また、自分のノートは繰り返すにはもってこいの素材です。あ
とはひたすらそれを繰り返すだけでしたが、英語が現役時 90 点台だったのが、9 月ベネッセでは
180 点（センター英語筆記は 200 点満点）、化学専門も 0 からのスタートでしたが、有機無機等を
丸覚えしたおかげで、安定して高得点を取ることができるようになりました。
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数学も、一行問題のスピード計算トライアル等、誰でもできるトレーニングを重視しまし
た。進学校の生徒さんは、このあたりを馬鹿にしがちですが、誰でもトレーニングしたら成績
が伸びる部分というのは、時間さえかけたらいいわけで、このあたりに注力しないのはもった
いない限りだと思います。
朝の 9 時には必ず着座し、夜も眠くなると旭教室の廊下を歩きながら、ノートを見ていたのが
印象的です。
医学部受験というと、身構えてあらぬ方向に走っていく人がいますが、以下の 3 点を守れば、四
国内の医学部であれば、合格することができます。
① 毎日毎日、少しずつトレーニングを行うこと
② 最初にインプットを一気に行い、演習時間を確保すること
③ 努力が実を結びやすい部分にフォーカスすること
① 毎日毎日、少しずつトレーニングを行う事
例えば、Ｖｅｃｔｏｒ
日数消化率通りに進めて、金曜日までにチェックテストを受験する。
金曜 15％

土曜 30％

日曜 45％|月曜 60％

火曜 75％|

水曜 90％

木曜 100％

金曜

受験

50％を超えない| 100％終わらせない|
京都大学法学部出身のお笑い芸人である宇治原史規さんが、自身の勉強法について、「僕は、例
えば 120Ｐの問題集を 30 日で終わらせると決めたら、1 日 4Ｐずつ毎日やって終わらせてきまし
た。周りの友達の中には、やる気があるときは 10Ｐ進めたり、しんどい時は『昨日たくさんやっ
たから、今日はやらなくてもいいか。』となって、やったりやらなかったりしているうちにいつの
間にか期限を過ぎていたり、やらなくなってしまったケースをたくさん見てきました。だから僕
は雨の日も風の日も、やる気がある時もない時も、過不足なく自分が決めたペース通りに淡々と
こなすようにしました。そうやって、何十冊という問題集を計画通りに進めていくうちに、
『俺
は、自分がこうしたいと思ったことは、100％実現できる！』という自信を得ることができまし
た。」と語っていました。
1 週間のベクター課題には、期日までの日数消化率が付いています。このペース通りに毎日や
れば、1 日当たりの量はそれほど多くないですし、何より必ずやり遂げることができます。ま
た、何度も繰り返して 3 回以上正解した問題は除外していきますので、やり込んだ生徒さんは、
より広い範囲をカバーできるようになりますし、それぞれの現状・レベルに合った課題設定とな
っています。今後はチェックテストや補習のあり方、他塾様の協力を得た問題・解説の充実、カ
リキュラム等を洗練して、より効率の良い勉強法になるようにバージョンアップして参ります。
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②

最初にインプットを一気に行い、演習時間を確保すること
英語・数学・社会・理科・国語。全ての科目の演習問題を解こうとしたら、知識が大前提
となります。この知識の詰込みの部分に時間がかかりすぎると、テスト問題で演習をする時
間が十分とれず、結果として合格点に届かないという事になってしまいがちです。
合格して初めて気が付くことだとは思いますが、インプットの部分をいかに早くすませてし
まうかという事が、合否を分ける分水嶺となります。
中 3 の 9 月から、高 2 の 2 月くらいまでに、代ゼミをすごく勧めます。
今から受験までの期間を 1 とすれば、次のような学習法が、効果的です。
・最初の 3 分の 1・・・一気に全範囲の受講を終える
・次の 3 分の 1 で・・・何度も何度も繰り返し覚えて知識を固める。
・最後の 3 分の 1・・・入試問題演習をすることで、合格点に達する

③

努力が実を結びやすい部分にフォーカスする。
時間は有限で、入試の日はあらかじめ決まっています。
その日までに合格点を超えれば、合格証書は手に入れることができます。
全巻く満遍なくというような学習は、余程才能と体力に恵まれているような人でない限り
実現が難しいと思います。
普通の才能の人が、努力をすれば確実に点が上がる科目と練習は以下の部分です。
① 英語（共通テスト筆記系であれば、90 点以上は固い）
（リスニング部分も、高 1 あたりから、教科書の音源と同じスピード抑揚での
音読練習を、毎日 10 分 3 年間続けたら、どんな人も 90 点以上が可能です）。
② 化学（有機・無機を得点源にして下さい。時間さえかければ覚えられます）
③ 歴史（日本史も・世界史も覚えることが多いですが、きちんと覚えれば 90 点は可能
です）
④ 理科基礎（ボーナス科目。ここで点を落とすのは非常にもったいないと思います。）
⑤ 数学一行問題
sinθ－cosθの最大・最小値を 30 秒で求められるような訓練は、誰にでも可
能ですし、たぶんそのあたりが大多数の人にとっての数学のゴールになると思
います。
⑥ 古文漢文

基本的な文法や句法・難語の暗記は必須ですが、それだけでも大きな力

になると思います。
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大学入試共通テストボーダーライン
2022 年 1 月実施 共通テスト得点率ボーダーライン(ベネッセ・駿台データネット)
合格可能性
東京大学

京都大学

大阪大学

神戸大

東北大

九州大学

80％ライン

（％）

60％ライン

40％ライン

文Ⅰ

86.7

84.4

82.2

文Ⅱ

86.1

83.9

81.1

文Ⅲ

85.6

83.3

81.1

理Ⅰ

88.9

86.1

83.3

理Ⅱ

88.3

85.6

82.8

理Ⅲ

92.2

90.6

88.9

法学部

83.7

81.5

79.3

経済学部

85.6

83.2

80.8

文学部

85.6

83.2

80.8

総合人間文

94.7

90.7

86.7

総合人間理

95.0

89.0

83.0

理学部

89.8

85.3

80.9

工学部情報

92.0

87.0

82.0

医学部

92.0

89.6

87.2

文学部

80.8

78.4

76.0

法学部

80.0

77.8

75.6

経済学部

80.0

76.7

73.3

理学部物理

78.3

75.0

71.7

工学部電子

80.0

76.7

71.7

医学部

90.0

87.0

84.0

文学部

78.9

75.6

72.2

法学部

80.0

76.5

72.9

経済学部

76.3

72.5

68.8

理学部物理

76.5

72.9

69.4

工学部情報

80.0

75.2

71.2

医学部

87.8

84.7

81.9

文学部

77.5

74.2

70.8

法学部

77.8

74.4

71.1

経済学部

77.7

74.6

71.5

工学部電気

77.8

74.4

71.1

医学部

88.0

85.6

83.2

歯学部

75.6

72.2

70.0

薬学部

81.1

77.8

74.9

文学部

77.6

73.6

69.6

法学部

80.0

76.7

73.3

経済学部

80.0

76.7

73.3

理学部物理

77.8

74.4

71.1
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医学部

87.8

85.6

83.3

歯学部

75.6

72.2

68.9

薬学部臨床

88.0

85.0

82.0

文学部

74.7

72.0

69.3

法学部

71.1

68.9

66.3

経済学部

71.7

68.9

66.7

理学部物理

67.8

65.0

62.2

工学部情報

68.3

66.1

63.9

医学部

85.0

83.0

81.0

医学部看護

70.6

67.2

63.9

歯学部

73.9

71.7

69.4

薬学部薬学

79.4

76.7

74.4

理工学部

56.0

53.3

50.7

医学部

83.3

81.1

78.9

医学部看護

57.1

54.3

51.4

歯学部

74.5

71.8

69.1

薬学部

77.3

74.5

70.9

鳴門教育大

小学校

61.1

57.9

55.3

高知大

地域協働

67.0

64.0

61.6

人文人文科

69.2

65.8

63.3

人文国際社

67.5

64.2

61.7

人文社会Ａ

63.1

60.0

56.3

人文社会Ｂ

60.6

57.5

53.8

教育幼児

60.6

57.2

53.9

教育音美

59.4

56.1

52.8

理工化学

55.6

52.2

48.9

理工数学

55.6

52.2

48.9

理工情報

55.6

52.2

48.9

農林海洋農芸化学

53.3

50.8

48.3

医学部

82.2

80.6

78.9

看護

62.9

60.0

57.1

経済マネジメント A

61.9

58.1

54.4

情報Ａ

56.7

53.3

50.0

シス工Ａ

55.6

52.2

48.9

文化

69.0

65.0

62.0

社会福祉

66.7

61.7

56.7

看護

57.1

54.3

51.4

岡山大学

徳島大学

高知工科大

高知県立大

例年に比べ、総合得点率で５％（得点ベースで 50 点弱）程、各大学ともボーダーの低下がみられます。
中堅層（高知大～岡山・広島大）は、共通テストの点で差が出ておらず（低い位置での団子状態）、
二次勝負の様相を呈しており、共通テスト逃げ切りという、安直な受験対策が難しくなっています。
早い段階から、しっかりとした基礎を積み重ねる学習が、今まで以上に大切だと思います。
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大 学 受 験 事 情

ど の タ イ プ で 合 格 す る か

① 指定校推薦合格法

(共通テスト得点率)
指定校合格者の

共通テスト利用の

学芸普通クラスの順位

共通テスト模試の成績

ボーダーライン

早稲田クラス

7５％前後

90％

1～3 位

ＧＭＡＲＣＨ

60～65%前後

80％以上

10 位以内

関関同立

60～65%以上

80％以上

10 位以内

今年は、学芸の普通クラスの順位が 20 番台で、GMARCH の指定校推薦で合格しています。
医歯薬系の私立に同じく 30 番台の生徒さんが、指定校推薦で合格しています。
この順位は、国公立の一般入試がかなり厳しいラインです。
② 高知大医学部への 3 つの道（共通テスト得点率）
入試制度

共通テストボーダーライン

一般入試

80％（通常の年は 85％）

推薦Ⅱ（共通テストの点数だけで合否が決まる）

77％（通常の年は 82％前後）

総合選抜（旧 AO） 共通テストは受けない

一般入試マイナス 10％の得点率で合格者が出ます

③ 高知大一般推薦入試（普通の学部）
共通テスト模試の得点率が 35～40％の生徒さんであっても、高知西高や小津高校の場合、定期テストで、そ
こそこ好成績をとることが可能です（追手前になってくると難しい）。そこそこの好成績ですから高知大の推薦合
格をすんなりとっていきます（共通テスト一切関係なしのコースです）。
④ 一般入試ガチンコ勝負の大変さ
高 2 共通テストチャレンジの、進学校の学校平均点は、45～50％前後です。進学校ではすでに範囲は習い終え
ているので、1 年後の本試験と強い相関関係があります。
ここから最低 60％、医歯薬系なら 80％以上に持っていくには、知力・意志力・体力が必要です。
以上を踏まえて
① 模擬試験学年上位１０％であれば、今の学習を続けたらいいと思います。
② それ以外は、どのタイプで合格するのか、早めに決定することです。
③ その上で
Ａ 共通テスト数学で読解力が云々されますが、一行問題の処理能力の欠如が根本的な問題です。
Vector の時間制限をかけた確認テストで、90 点を連発する処理能力を、まず身に付けることです。
Ｂ 平等な科目英語は、得点源にして下さい（入門英文精講や教科書ガイドの解説で読むための英文法を身に付
け、音源に合わせて速度と抑揚が同じになるまで音読練習をする程度で、共通テスト演習前までの学習は
十分に終了した状態になります）。
Ｃ 理科基礎や化学は、ボーナス科目の位置づけです。Vector で基礎固めをしましょう。
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⑤ 進学校の、学校平均点と全国平均点の差が、高 1 から高 3 でどのように変化するか
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高 校 受 験 事 情

取 り や す い 科 目 で 点 を 取 る

① 高校入試ボーダー
（統一模試 250 点満点）
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

高知東（総合）

79

61

46

② 高知県の入試制度
【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

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

保健体育

技術･家庭

外国語

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 点です。

③ 入試に対する基本的な対応
・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、問題自体が難しくなっています。
・学力検査で点が取れない分、調査書で上手に点を積み増すことが大切になってきます。
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、定期試験の成績で、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。
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④ 要領の良い学習法
・定期テストで点を取る方法（450 点以上）
この業界の勉強会に参加すると、定期テスト 300 点を 450 点にアップできないような塾は、倒産するといわれま
す。逆に言うと、誰でも 300 点から 450 点に成績を上げる可能性があるという事です。
点数の上げやすさ
国語

〇

定期テスト学習法
・新出漢字は確実に覚え、学校のワークを覚えるまで繰り返せば
公立中の定期テストレベルはいい点が取れます。

数学

図形はセンス
代数分野は◎

・図形は角度や長さを求める問題は、まだある程度点がとれますが、
証明問題は同じ問題が出ないと難しいという生徒さんが半数程度です。
・代数分野は Vector の繰り返しで高得点が可能です。

理科

一分野はセンス
二分野は◎

・一分野の物理分野は相性が出やすいですが、化学分野は丸暗記で何とかなり
ます。二分野はただの暗記で、実験考察問題は典型問題しか出ないのでなん
とかなります。
・基本、Vector の繰り返しで、知識と処理能力を身に付けていきます。

社会

◎

・資料問題等はありますが、知識の詰込みで何とかなります。
Vector で何度も繰り返していきます。

英語

◎

・最低限の文法事項はワーク等を通して覚えるしかありません。
・公立中の定期テストは、本文の英作ができれば、90 点以上は確実です。
・できれば、音源に合わせて、本文の音読練習をして、速さと抑揚が、本文の音
源と同じになるまでやりこめば、英語は大の得意になります。

・入試対策（レベル別）
追手前レベル

・才能にかかわりなく取れる科目（英語・社会・理科・代数・国語知識）
で安定した得点が取れるような勉強がお勧めです。
英語は定期テストの延長で、社会理科代数は Vector で繰り返したうえで
統一模試や入試の過去問を解けば合格点が取れるようになります。
・ただ、高校に入ったら毎日 3 時間勉強する必要があるという前提で、大量の課
題を出してきます。そのことを頭の片隅に置いて、選択をして下さい。

西・小津レベル

・数学や現代文読解がある程度苦手でも（半分ちょっと）でも、他でカバーすれ
ば十分合格できます。
・才能にかかわらず取れる科目に注力する(Vector で繰り返す)と、コストパフ
ォーマンスのいい受験となります。

高知商業・高知工業

・数学は最初の計算と方程式宇の最初あたりまでを確実に、国語は文法や歴史
的仮名遣いを確実にするようなトレーニングを塾では行います。
・あとは分厚い問題集をやらずとも、3 年分をまとめた理科・社会の小冊子を、
ある程度覚えたうえで、Vector で反復練習すれば、十分ご言う各店に届き
ます。

高知東

・3 分の 1 ちょっとのところがボーダーですから、点が取れるところを中心に
Vector の練習を行えば合格できます。
・割り切った受験勉強をすることが、ストレスの少ない方法となります。
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中学受験事情

これだけはやっておきたいこと

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します。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る力も必要です。
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、過去に土佐中実戦模試（白線会）で 38 点/150 点中で合格したケースもあります。（その後、当校の既卒生コー
スで 3 年学習し、徳島大学医学部医学科に合格しました。）典型的な特殊算を身に付けることや、理科の一分野で右往
左往しない練習を積み上げることが必要ですが、それ以外は淡々と課題をこなしてもらえればなんとかなります。
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。
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⑤ 要領の良い学習法
相性に左右されない科目を、得点源にする。
相性が必要な部分

相性があまり影響しない部分

国語

読解力の部分

語彙 文法

算数

土佐塾模試

計算と一行問題

3 枚目の問題

Vector が最も得意とする分野となります。

一分野（物理）

一分野（化学）と二分野の、知識系と一行問題

実験考察系

Vector の制限時間を付けたチェックテストで、いつも 90 点を取るようなレ

理科

ベルまで仕上げれば、合格点に手が届くようになります。
社会

資料読解系

ただの知識問題
Vector の解説部分も意識して読み込むことが、成績アップの秘訣となりま
す。

・相性が必要な部分については、模擬試験の過去 3 年分の冊子と、パワーポイントを使った動画解説を
Vector 上に用意しています。

・最低点をクリアすればよいという発想
特に学芸中学の場合は、この発想が効果的です。
配点
国語

合格点

200

目標点
110

語彙文法で 60 点前後の配点があります。
この部分はセンスはいらないので、なんとかなります。

算数

200

100

速く正確に、計算や一基本的な一行問題を繰り返すことと、角度や面積
比の簡単な問題を繰り返すことで、ここまでは何とかなります。ただ、繰
り返しの回数が、算数との相性があまりよくない生徒さんの場合は、気
の遠くなるような回数になることがありますが、耐えさえすれば何とかな
ります。Vector の課題を飽かずに繰り返し、解説を何とも見返し読み
込むことが、ゴールへの道となります。

理科

100

75

Vector の繰り返しと、模擬試験（学進会）の繰り返しで、なんとかなり
ます。

社会

100

合計

600

75
360

同上

360

ぎりぎりで合格して、授業についていけるかという心配をする人がいますが、
まじめでさえあれば何の問題もありません。
文系を選択し（社会や英語といった努力だけの科目）、早めに指定校推薦を視野に入れて、提出物をきちんと
提出し、まじめにふるまい、定期テストは真剣に 10 日間ほど努力し（数学はできなくともほかの科目で十分カ
バーできます）、普通クラスで上位 3 分の１に入れば（定期テストを馬鹿にして、まじめに勉強しない生徒さんも
いるので、意外にこの順位は手に入ります）、GMARCH や関関同立がすんなり手に入ります。
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プレ受験期のポイント（未就学～小学 4 年生)
①進学校の生徒さんも、一部の生徒さん以外は、放っておけば「だらだら周りとおしゃべりする／コンビニに行って帰
って来ない／そもそもテキストを持ってこない／すぐにスマホを触る」・・・。こんな感じです。
「知的ポテンシャルは所与の条件」ですが、「生き抜いていく能力は後天的」です。
従って、小さい頃はこの能力を身につけることに重きを置いた方が、息の長いアスリートとして大成すると思います。
②「対人関係における誠実性」「持続力・集中力」「コミュニケーション能力」「主体的に行動する能力」、こういったも
のが全ての土台ではないでしょうか。
未就学段階で才能教育に力を入れるのも大切ですが、土台作りも大切だと思います。
この辺のバランスを身につけた方が、後々効いてくるように思います。

【特に、未就学～小学生低学年】

①習い事部門の場合、英検も珠算も速読も、保護者の目線はアウトプットに目が行きがちです。しかし、本当に培う
べき力は、「先生や周りの人に対する敬意あるふるまいやコミュニケーション能力」、「きちんと座って学習する持続
力・集中力」、「主体的に行動する能力」だと思います。
②例えば「珠算」。スキル系ですから毎日 30 分練習すれば、「珠算 3 級」は 2 年くらいでとれます。練習を嫌がって
も、それはやらせきる。その辺りは保護者の方が腹をくくる場面だと思います。そのあたりで、「いいよ、いいよ。」とい
った対応をすると、まあそんな子になります。高校生になって、「勉強が嫌い」といった時点で「いいよ、いいよ。」と同
じように言えるのであれば、一本筋が通っているでしょうが、なかなかそんな例にはお目にかかったことがありません。
珠算が好きでない子は、3 級合格時点で、「よく頑張ったね」と誉めて辞めさせる。別に段位まで進む必要はありませ
ん。珠算は「集中力・持続力」の養成の他、「右脳開発」の効果もあります。また何より「やりきったという達成感・小さ
な成功体験」が、これからの人生で大きな力になります。

英語コース

そろばんコース
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速読コース

Vector 自宅学習コース（中学・高校・大学受験）3 月開講
スタートからゴールまでの期間が短くなれば、毎日の学習量が増大します。
困難は分割せよではないですが、例えば中学受験であれば、小 3 あたりから、Vector を使って理科・社会を学習し始
めたり、計算練習がある程度進んでいるのであれば、Vector 算数を使って、特殊算を学習し始めることで、ある程度、
ゆとりをもって学習することができると思います。
【月額料金 3300 円】
中学受験

Vector によるトレーニング科目

月額料金

理科・社会・算数

3300 円
教材費が年間数千円前後かかります。

高校受験

理科・社会・数学・英文法

3300 円

大学受験

数学・理科基礎・化学・物理

4400 円

日本史・日本史年号・英文法
英単語・古文単語

生徒一人一人に応じた毎週の課題設定を行いますので
月に一度電話や ZOOM での面談が必須となります

自分のペースで Vector を利用したい人は、
天王予備校トップページの一般個人向けの商品をどうぞ
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保護者様の声
天王予備校内部生 田代鼓さん（秦小学校 2 年生）お母さまコメント
ネイティブの授業の後は、自宅で毎
日先生に課された Vector 課題を
繰り返しています。
課題には、ネイテイブの音声がつい
ていて、何度も聞いて真似している
うちに、上手な発音も身についてい
るようです。
学習進捗状況も画面で確認できる
ので安心です。一気に終わらせるの
ではなく、毎日少しずつ学習する習
慣が身についてきたようで、とても
感謝しています。

天王予備校内部生 宮下稔生さん（土佐中 1 年） お母さまコメント
中学受験コースの 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、生活の中でルーティン作業にな
っていたようです。
Vector 特殊算ランダム出題（タイト
な制限時間）でも、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！
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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合格者の声
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。

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。

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。
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高校生の声

高知学芸高校 3 年 北川且実さん

高知学芸高校 3 年 垣内創太さん

Vector では生物基礎と日本史を中心に進めて

共通テスト模試はチャレンジ時より 15%近く上がり

います。志望大学は、日本史の年号が出題されたり

ました。代ゼミと Vector で繰り返したのがよかったと

するので、Vector の語呂合わせで覚えています。

思います。駿台記述模試でも阪大だったら A 判定が出
るところまで来ました。ラストスパート頑張ります。

◎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。

高知学芸高校 2 年 佐竹伸伊さん
毎日コツコツ課題をこなしていたら、自然と成績

◎スタッフコメント
クラブに代ゼミにと、大車輪の活躍でした。
数学・物理の才能を信じて、勝ち抜いてください。

高知学芸高校 2 年 宮地紘基さん
Vector は数Ⅲに入ったので、毎週の期限に遅れな

が上がりました。Vector 最高！

い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

高 1 の 1 学期中間からクラス 30 位アップ、学力
テスト 1 学期から 2 学期で学年 114 位アップ！
この調子で。

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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高知学芸高校 1 年 富岡由唯さん
Vector は化学・生物基礎をテスト範囲に合わ

高知学芸高校 2 年 田中裕久さん
Vector は暗記科目の確認が気軽にできるので、活

せてできるのがいいと思います。

用していきたいです。

◎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。

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。

高知学芸高校 1 年 菊地莉捺さん
さらに、順位を上げたいです。Vector は化学基
礎・生物基礎を頑張りたいです。

高知学芸高校 1 年 津野心音さん
代ゼミと Vector の課題を頑張ったら、ベネッセの模
試で数学が学年 28 位とびっくりしました。数学は嫌い
ですが、志望校に合格できるよう頑張ります。

◎スタッフコメント
学力テストは、1 学期から 2 学期で学年 75 位ア

◎スタッフコメント
受験は総合力勝負です。

ップ！理系は大変ですが、この調子で頑張って下

自分のペースで全然かまいません。

さい。

自分を信じてコツコツ一緒に走っていきましょう。
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高知学芸高校 3 年 田中朝陽さん

小津高校 3 年 高橋祐仁さん

Vector で、生物基礎や化学基礎の課題に取り

始めたのが遅かったのですが，理科基礎の Vector は

組んでいます。Vector は基礎知識の確認にとても

自分に合っていたので，点数が上がってくるのを実感

役立つと思います。合格に向けて頑張ります。

できました。

◎スタッフコメント

◎スタッフコメント

入塾時からの志望校に向かって、クラブも頑張り
ながら、よく努力できています。

いつもコツコツ頑張る生徒さんです。大学に入ってか
らも、この調子で進んでください。

追手前高校 3 年 土居朋永さん
受験勉強の仕上げに Vector の繰り返しをやっ
ています。自分は理系なので、化学の有機・無機の
範囲や物理の波などを繰り返し解いています。
◎スタッフコメント
学校の課題が大変な中、よく頑張ることができて
います。初志貫徹で頑張って下さい。
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高知学芸高校 2 年 吉岡塁さん
高校 2 年生になって、1 年生の時よりも成績が
上がってきました。次の学力テストは自己ベストを

高知学芸高校 2 年 吉岡陸さん
学力テストでは学年 50 位以内を目指します。特に英
語と数学を頑張ろうと思います。

とれるように頑張ります。
◎スタッフコメント
小学生から通ってくれています。来年は受験生。

◎スタッフコメント
少しずつ学習習慣もついてきました。この上向きの調

今まで以上に頑張りましょう。

子を、是非維持して下さい。

高知学芸高校 1 年 小松美優さん

高知学芸高校 1 年 橋村海渡さん

入試に向けて、代ゼミで数学と古文の勉強を始

先生に入試の勉強を早く始めようと言われたので、

めました。共通テストは点が取りにくいようなので、

代ゼミの英語と数学を取ることにしました。復習と予習

頑張りたいです。

をしっかり頑張りたいと思います。

◎スタッフコメント

◎スタッフコメント

F 組で頑張っています。自分の力を信じて、もっ
と上を狙ってください。応援します。

クラスの順位も 1 桁台で、少しずつ上がっています。
クラブをやりながらよく頑張れています。
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中学生の声

高知学芸中学 3 年 中原拓己さん
Vector で化学基礎と社会は学校のテスト範囲を

高知学芸中学 3 年 安井晴海さん
Vector 最初は大変でしたが、繰り返しているうちに

出してくれたので、復習できて良かったです。

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

化学基礎、古文単語、社会の知識をアップして、
得意な英語のように点の取れる科目にしてほしいと

部活と勉強の両立を頑張っています。高校での大幅
アップを目指してもらいます。

思います。

高知学芸中学 3 年 市川莉瑚さん

伊野南中学 3 年 森木悠人さん

Vector はゲーム感覚で、古文単語や数学の勉強が

高校入試まであと少しです。今は統一模試の過去

できるので、毎日取り組みやすいです。大学入試に

問と Vector 課題を繰返し解いています。無事合格で

向けて、代ゼミも頑張りたいと思います。

きるよう精いっぱい頑張りたいと思います。

◎スタッフコメント

◎スタッフコメント

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。

まじめでコツコツ頑張れています。合格後のこと
を思い浮かべて、ラストスパートを！
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高知学芸中学 3 年 黒岩拓未さん
国立理系志望です。今の成績には満足していませ

高知学芸中学 1 年 石元克宙さん
Vector のおかげで、まだ習っていないところも自

ん。代ゼミで先攻して受験勉強真最中です。Vector 然と勉強するようになりました。
は覚えることが嫌いな僕には打ってつけです。
◎スタッフコメント
模擬試験等の成績を見る限り、学年上位を狙え

◎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

ます｡高校生になったら､定期テストも頑張ろう。

ます。この調子で頑張ろう。

土佐中学 3 年 谷内有佐さん

西部中学 3 年 福留輝士さん

大学受験を目指し、化学・物理等に力を入れたい

追手前を目指して、定期テストでは 450 点を割らな

と思っています。高 1 まで貯金ができるよう頑張りた

いようにしています。Vector は自宅ではあまり勉強し

いと思います。

ない自分にとっては、ありがたい存在です。

◎スタッフコメント

◎スタッフコメント

学年 5 位という好成績です。志望校から考えて、
高 2 までに数Ⅲや理科専門が終われるよう、引っ張

小学生から通ってくれています。定期テストはいつも
450 点台をとる頑張り屋さんです。

っていきたいと思っています。

21

伊野南中学 2 年 野々宮汐さん

城西中学 3 年 鈴木緋乃さん
年末年始の Vector は 1000 問あって大変でした

Vector にも慣れてきました。
時間がないときは、先生に相談して数を変更しても

が、周りのみんなは 1500 問やっている人もいたので、
入試に向けて負けないように私も頑張ります。

らえるので、私でもやりとげることができます。
◎スタッフコメント
◎スタッフコメント

高校入試まであと少しになりましたが、安心せずに

3 学期は、苦手な英語を、音読や本文の英作を通 最後の仕上げを一緒にしていきましょう。
して、一緒に克服していきましょう。

日高中学 3 年 瓶子礼智さん
クラブの合宿があって大変だけど、隙間の時間で
塾や Vector をこなしています。入試まで、
過去問をしっかりやって、本番に備えたいです。

高知学芸中学 3 年 森下侑さん
学力テストでは順位が 100 位上がっているので、次
回も頑張りたいです。英検も次は 2 級を目指して力を
入れています。数学も学校のプリントだけではなく、問
題集にも手を付けて期末でも頑張ります。

◎スタッフコメント
文武両道で、よく頑張れています。高校に入っても
この調子で頑張って下さい。

◎スタッフコメント
日頃の学習量でこの成績ですから、もっと上を狙える
はずです。
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愛光中学 3 年 小松郁太さん

高知学芸中学 3 年 横田義信さん

実力テスト対策として英語・数 学・化学基礎で

定期テストの数学や化学の学習や、英検準 2 級の学

200 問設定してもらいましたが、正月休み中に終わ

習を Vector やっています。少しずつやる癖がついて、

ったので、年明けに社会を追加してもらいました。

毎週の課題数も増えてきました。これからも頑張りま

春期講座も頑張ります。

す。

◎スタッフコメント

◎スタッフコメント

ものすごい勢いで問題を解いていました。高校に
入ってもこの調子で頑張りましょう。

高知学芸中学 3 年

読書好きで、休み時間によく本を読んでいます。共通
テストは国語力が底上げしてくれるので楽しみです。

岡田颯斗さん

学 校 の定 期 テス ト の勉 強 や 、 英 検 対 策 に毎週
Vector 課題を解いています。過去問だけでなく、単
語や文法をしっかり覚えていきたいと思います。
◎スタッフコメント
まじめに取り組めています。高校になったら受験を
意識した勉強もスタートしていきましょう。
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小学生の声

旭小学校 5 年 宮下稜右さん

旭小学校 6 年 柿本亜実さん

9 月の土佐塾模試は 23 位でした。1 月の模試
は 30 位。お兄ちゃんや同じ塾の友達に負けないよ
うに、10 位以内を目指して頑張ります。Vector は
繰り返すとどんどん知識を覚えられるので、これか
らも頑張ります。

模試では入塾してから偏差値を 14.5 アップさせまし
た。Vector は最初大変だったけど、慣れるとサクサク
解けるようになりました。お姉ちゃんと同じ学校に通え
るように、これからも頑張っていきます。

伊野南小学校 5 年 近澤希洋さん

朝倉小学校 3 年 中山凉伯くん

土佐中目指し、Vector を使って確実に覚えたい
と思います。家でも毎日課題をこなすことで、模試
でもいい成績をとり続けます。

（保護者様コメント）
Vector は、最初は、居残りにでこなしていましたが、
最近は期限内に終わるようになりました。

朝倉第二小学校 6 年 富田莉緒さん

高岡第一小学校 4 年 池瑞依さん

英検 3 級の課題をやっています。別の習い事も （保護者様コメント）
あるけど、Vector はいつでもできるので、忙しい
できない問題を許せない子なので Vector も完璧に
自分にはピッタリです。
するので、おかげで、土佐塾模試ではいつも上位です。
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旭東小学校 6 年

𠮷村愛美さん

付属小学校 5 年 門田光司さん

この間英検 5 級に受かったばかりだけど、4 級に

家で Vector ができない日が多いので、できるだけ

挑戦するために、お正月も Vector を頑張りまし

塾でやるようにしています。土佐塾模試の偏差値も上

た。これからも、先生に習ったことをお家で復習して

がっているので、頑張って覚えていきます。

いきます。

旭東小学校 6 年 荻田裕央さん

一ツ橋小学校 5 年 森本結太くん

Vector を毎日学習するために、塾の後にすぐに

Vector の課題はゲームをクリアしていく感じでとて

やるようにしています。できるだけ日数消化率通り

も面白いです。これからも、頑張って課題に取り組んで

に進められるよう、頑張ります。

英検合格を目指します！
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伊野南小学校 6 年 藤本創大くん

伊野南小学校 6 年 高橋璃くん

Vector 課題を頑張って、理科が得意科目にな

6 年生になってから、模試や入試の過去問をたくさん

りました。暗記が少し苦手ですが、先生に作っても

解きました。色々な知識が増えるのが楽しくて、全部の

らった「理科毎日確認プリント」で 2 分野もかなり覚

科目で偏差値が上がりました。

えました。

旭小学校 4 年 鈴木理子さん

高知小学校 5 年 藤田悠生くん

土佐塾模試で 1 位になれてとてもうれしいです。

土佐塾模試で偏差値がアップしてよかったです。特

結果を知ったときは、ちょっとビックリしました。これ

に、国語で 100 点を超えたのがうれしかったです。塾に

からもコツコツと勉強を頑張っていきたいです。

はライバルがたくさんいるので、小テストで負けないよ
うに頑張ります。
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かがやきっず 習い事（そろばん・速読・英語）
◎2021 年度 そろばん教室のヒーロー君
7 月に開催されたそろばんコンクール（8，612 人参加）の
「クラス別学年別全国ランキングで全国 1 位」になった生徒さんです！↓↓

一ツ橋教室 4 年 永野莉人くん
「クラス別学年別全国ランキングで全国 1 位」
Q.そろばんコンクール全国第１位おめでとうございます。
今の気持ちをお願いします。
A.最初はびっくりしました。また、凄く嬉しかったです。
今は、次のそろばんコンクールを頑張ろうと思います。
Ｑ.日々の努力と真面目に自宅学習に取り組む姿勢が、今回の結果に繋がったと思いま
す。自宅学習をきちんと消化する為にどんな工夫をしていますか。
A. 次のそろばんの日までに計画をきちんとたてて、必ず宿題を終わらせるようにしてい
ます。
Q.そろばんコンクールで気を付けた事や、難しかったことはありましたか。
A.いつも練習している問題とはやり方が違うので、そのへんを落ち着いて、ミスがないよ
うに気をつけました。
Q.次回の２月のそろばんコンクールに向けての意気込みと目標を教えて下さい。
A.次回はクラスが 1 つ上がるので、難しくなりますが、日々の練習をしっかりして、ランキ
ングに入れるように頑張ります！

一ツ橋教室 2 年 安田悠成くん
「フラッシュ暗算二段合格！」
小学 2 年生にして珠算 2 級にチャレンジする男の子です。無心で何十億の
計算を凄い集中力で計算しています。フラッシュ暗算では、４桁の数字を瞬
時に計算する能力を身に付け、フラッシュ暗算検定二段に合格しました！

◎2021 年度 速読・国語教室のヒーロー君

★第１０回記念 わくわく文庫読書感想文コンクール★

一ツ橋教室 小 5 森本 結太くん
『坂本 龍馬』 Q.わくわく文庫読書感想文コンクール入賞、誠におめでとうございま
す。今の気持ちをお願いします。

佳作受賞（高学年の部）
課題図書

A.初めは信じられなかったけど何百人もの中から選ばれた事を聞き
「やった～！」とすごく嬉しかったです。
Ｑ.今回の課題図書を選んだ理由を教えてください。
また、感想文を仕上げるまでにどんな工夫をしましたか？
A. 「坂本龍馬」の堂々とした生き様（大和魂）みたいなところを伝えた
くてこの本を選びました。本の中で、心に残ったシーンをいくつか絞っ
て、なぜそのシーンが心に響いたかを素直に書くよう心がけました。
Q.保護者様より一言お願いします。
A.当初「本を読む力」と「文章を理解する力」をつけて欲しいという想い
から、わくわく文庫を受講させたいと思い入塾しました。
今までまともに感想文や作文を書いたことのない子が、ここまで
自分の想いをしっかり書けるようになったことが本当にびっくりです
し、まさか入選まで頂けるなんて夢のようです。本人にとって、かなり
自信に繋がったと思います。本当にありがとうございました。
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★第１０回記念 わくわく文庫読書感想画コンクール★

旭教室 小 5 宮下 稜右くん
『豊臣 秀吉』

佳作受賞（感想画部門）
課題図書

Ｑ.今回の課題図書を選んだ理由を教えてください。
また、感想文を仕上げるまでにどんな工夫をしましたか？
A.ぼくは歴史が大好きで昨年『徳川家康』の感想文で入賞にならず悔しかったから、次は同
じ武将の『豊臣秀吉』を得意の絵で勝負しようと思いました。苦労した点は、何度も書き直
した秀吉の表情です。信長の死を知った時の驚き・絶望・悲しみ・明智への恨みなどの感情
を描きたかったからです。
Q.保護者様より一言お願いします。
A.昔から、歴史の本は熟読していましたが、他のジャンルの本も読んで欲しかったので、わ
くわく文庫がきっかけになればと思い、
2 年前から受講させました。最後までこだわる性格なので、図の構成と秀吉の表情だけで１
週間以上かかっていたように思います。
一番最後の筆ペンでの『書状』は「へたくそだ！失敗した！」と後悔していましたが、
入選できて良かったね！

★第１０回記念 わくわく文庫読書感想文コンクール★

速読の先生
も入賞しま

佳作受賞（人生の先輩の部）

した！

速読教室講師
竹原 亜希先生
課題図書

『ロビンソン漂流記』

Ｑ.今回の課題図書を選んだ理由を教えてください。
また、感想文を仕上げるまでにどんな工夫をしましたか？
A.いつも「あとがき」や「目次」を読んで本を選ぶことが多いのですが、この本が実は 300 年近くも前に書かれた
作者の「想像」による冒険小説だと知り大変興味を惹かれ決めました。私は普段から文章が長くなりがちなので、
感想を４枚程度に収めるという作業が大変でした。本当に自分の言いたいことを再考察し端的に分かり易く伝え
る事を勉強させてもらえて、よいトレーニングになりました。書き終えた時の爽快感は、久々に味わった感覚で、と
ても清々しかったです！貴重な機会を与えてくださり、本当にありがとうございました。いくつになっても「認めら
れる」事は嬉しいものだなあと改めて実感しました。
子供さん達を「認める」という行為を日々もっと大切にしようと心に誓いました。
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かがやきっずのヒーロー
★国語・速読教室★

潮江中 1（旭教室）
齋藤 陸斗 さん

久重小 6（一ツ橋教室）
武林 青星 さん

入塾して２ヶ月ですが、あっという間に４倍速

この 1 年で読む力に加え、記述力が大幅に UP

で読書を楽しんでいます。初めて学ぶ事にも

した青星さん。資料を読み取ってまとめる事も

謙虚かつ素直に吸収しようとする姿には頭が

得意です。コツコツ練習している漢字もしっかり

下がる思いです。国語はすべての教科の土台

身に付いてきましたね。２月の漢検は小学生最

です。沢山読んで基礎学力を磨きましょう。

後の有終の美を飾りましょう！

潮江小 3（旭教室） 齋藤 結斗 さん
お兄さんと共に入塾してくれて、読む楽しさ、解く面白さを実感してくれていま
す。自由作文や想像力を働かせる問題でキラッと光る文章を作成できる力があ
ります。今後の伸びが楽しみです！来年は漢字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。
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★英語教室★
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 さん
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！

伊野南小学校 2 年 小野川佳桃さん
英語の授業が英検ジュニアから 5 級に進み、ちょっと難しくなりました。もう
すぐ 3 年生になるので、もっと頑張りたいです。

伊野南小学校 2 年 泉幹那さん
英語の勉強が楽しくて、あっという間に 2 年たちました。これからもウィリア
ム先生と高橋先生に英語を楽しく教えてもらいたいです。

一ツ橋小学校 1 年 金尾 咲良さん
英語を心から楽しんでいる咲良さん。英語にとても興味をもって取り組んで
くれています。
最近では、自分の名前と年齢を練習して言えるようになりました。英語で色ん
なあいさつができるように頑張ります！
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高須小学校 2 年 弘中 綾香さん
綾香さんは英語の基本がしっかりできています。英検 Jr.オンラインでは音声
を聞いて自分できちんとリピート発音しながらどんどん先に進めてくれてい
るようで感心です。大文字は習得し、今は小文字を練習中。英検 Jr.オンライ
ンのテストに向けて頑張っています！

◎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。
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そろばん教室 未就学児も頑張っています！
★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。

高知保育園 年中

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、やる気がまばらだった

川添 多緒さん

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してくださったり、あまりにもやる気がなか

かわん

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、本人も通うのを毎回楽しみにし

西藤 光正くん

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。
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天 王 予 備 校

か が や き っ ず

入学準備や新学年に向けて、先取り学習で友達と差を付けよう！

２月１９日無料体験開催
そろばん・速読・英語
対象：

年中～

ご予約はこちら：0120-935-075
受付 平日：9：00～18：00

体験会参加者には、授業料の割引特典があります。
なお、体験会は予約制となっておりますのでお早目のご予約をお願いいたします。

◎２月１９日体験会にご参加いただき、そのままご入塾の方は

２月の授業料

0円

日時：2 月 19 日（土）

会場：一ツ橋教室
各コースの時間帯は次の通りです。

①イシド式そろばん教室
②速読／国語教室
③英語教室

10：00～12：00
10：00～12：00
13：00～14：00

各コース 先着５名様となります。
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