入塾のご案内
新教育

８人ゼミ･個別ゼミ

「新教育ゼミ」は、約３０年前に広島市内に開塾、佐伯区で指導を行い始めてからもう２０数年になります。その間に地域
密着型の学習塾としてたくさんの子供たちをお預かりしてまいりました。中には小学から高校卒業まで通塾した生徒や、ご
兄弟・姉妹あわせて１０年以上お付き合いさせて頂いた保護者の方々もいらっしゃいます。
子どもたちの成長期の大切な時期にお子様をお預かりすることは、単に「学力を伸ばす」だけではなく「人の成長に携わ
る」ことでもあり、学習指導を通じて、将来、不可欠となる力を育んでいけるよう心がけてまいりました。
未来を担う子どもたちを取り巻く環境が厳しくなり、楽観視していられないこのような時代だからこそ、子どもたち自身が
「自分に打ち克つことのできる強い力」を身につけてもらいたいと願っています。ヒナが殻を破るのを親鳥がくちばしで手伝っ
たりしないのと同様、すべてのお膳立てを整え、過度に手を貸すことは子どもたちのためになりません。「学ぶ」ということは
単に与えられるのではなく、「自ら学びとる」姿勢を身につけなければ「生きた知識」にはなりません。「新教育ゼミ」の役割は、
壁を打ち破るための大きな支えとなり、自らの力で殻を破る事ができるよう、環境を整え、励まし、併走することだと考えます。
辛いこと、苦しいことこそ自分を伸ばしてくれるものであることを教え、自分を信じて逃げずに歩む力を生徒一人ひとりが身
につけていけるようにこれからも力強くサポートをしてゆける学習塾であり続けたいと思います。困難を克服するつよい心と
自立心の育成を目標とした指導を行います。

● 目的別クラス編成で公立上位校に高い進学率
を誇ります。
新教育ゼミの小学部は、公立中学進学後、公立高校を目指
す「練成」コースが中心ですが、国私立中学進学を希望する
生徒には「中学受験」のための個別指導も行っています。
中学部は、バランスのとれた五科目指導によって公立難関
高校・中堅高校合格を目指す「練成コース･発展コース」と、英
語・数学を中心に短期間で弱点科目を克服するための中学生
対象の「個別指導」コースを設置し子どもたち一人ひとりに応じ
た指導を行っています。

● 正確なデータに基づいた受験指導を行います。
新教育ゼミは新設の学習塾ではありません。20 年以上の進
学指導で蓄積した受験界の動向や成績データ、広島地区の
多くの学習塾が受験している「全県模試」のデータなどをもと
に成績表を作成し、内申点・実力の両面から総合的に合格判
定を行います。公立高校への合格率も例年 90％以上で、さら
に在籍する中学 3 年生の 7 割以上が広島の公立トップ校の基
町高校をはじめ、舟入・国泰寺・井口・廿日市などの上位公立
高校へ毎年進学しています。

● 「演習タイム」や「質問タイム」など正規の指導
時間以外の学習も支援しています。
中学部では週２回の「練成 A コース」の通常授業に、学習
内容を定着させるための「演習日」を追加受講し、週 3 回通塾
する「練成 B コース」を選択することもできます。
また、授業前の４０分間は「質問タイム」を設置していますの
で、学校の宿題をしたり質問したりと、毎年、受験学年を中心
に熱心な生徒たちが利用しています。時には、生徒たちどうし
が教えあう微笑ましい姿も見かけます。勉強に対する真剣なそ
の姿勢は、日頃からその姿を見ている下級生たちによって受
け継がれてゆきます。

● アットホームな少人数クラスです。
新教育ゼミの練成コースは原則として定員８人までの少人
数グループ指導クラスで、個別指導のコースも同一時間帯に
指導するのは最大３人までです。
また、教室は原則としてオープン・スペースでドアや仕切り
がありません。これは、子どもたちがわからないことがあったと
き、いつでも質問しやすいようにするためです。アットホームな
雰囲気のフローリングの教室で、生徒一人ひとりを育んでいけ
るよう心がけています。

● リーズナブルな月額授業料で「定額制」です。
新教育８人ゼミの月額授業料は年間通して「定額制」で夏期
講習や冬期講習などで授業数が多くなるときでも追加の授業料
は頂きません。
しかも、小学部の授業料は月額 3,500 円から 6,000 円まで、
中学部では中学１年では週２日英数国で月額 9,500 円から、
中学 3 年で週３日・五科目指導でも月額 14,000 円で受講で
きます。したがって年間授業料は大手進学塾の約半分です。

各種の特典
① 御兄弟・姉妹が同時に入塾手続きされる場合、入塾金は不要です。
② 御兄弟・姉妹が通塾される場合、２人目から月額授業料が 2,000 円割引となります。
〔同時期に通塾されている期間の月額授業料が割引対象となります。〕

③ 在籍者の御紹介などにより入塾される場合は、紹介していただいた方と紹介された方、それぞれに図書
カード 2,000 円分をプレゼントします。〔紹介カードを利用して入塾される場合の年間を通じての特典です。〕
④ 「特待生」制度や「授業料減免」制度もあります。

● 論理的な思考力を養う「算数」を重点的に指導
します。
長年、中学生の受験指導に携わっていると、最近
の中学生の学力の凋落ぶりには驚かされます。
これは、十数年来、実施されてきた「ゆとり教育」の
や、百マス計算を初めとする「計算中心」の指導の
影響だと考えられます。
小学部練成コースの算数指導は国語よりやや多く
時間を配分、教科書よりややハイレベルなテキストを
使用し、理解力に応じて、現学年の学習内容に加え
次学年の学習の先取りも行い、子どもたちの向上心
と挑戦する意欲を引き出します。
また、希望者には中学受験を考えていない生徒
であっても週２日以上通塾することによって受験レベ
ルの算数まで指導することもできます。「考える力」
や「学習に取り組む姿勢」を伸ばす場合にも受験レ
ベルの算数を学習することはとても効果があり、筋道
を立てて問題を考えて解く、算数の面白さの真髄に
触れることができます。それが中学生に進学してから
の数学・理科の学力に反映されます。

● 国私立中学の合格を目指す子どもたちの個別
指導をします。
このコースは広大附属・広島学院・修道・ND 清心・広島女
学院などの中学受験を目指す小学生の受験指導を行う個別
指導のコースです。４年生は算数を、５・６年生では算数・国
語・理科・社会の４科目指導を行います。入塾にあたっては、
ある程度の学力と生徒本人の覚悟が必要なため「選抜テス
ト」を受験して頂く必要があります。

● 四谷大塚のカリキュラムに準じた「合格自在」
を中心に指導します。
「応用自在」シリーズなどで知られる学習図書出版の老舗
である「学習研究社」が進学塾専用教材として新しく開発した
「合格自在」を中心に指導します。
首都圏の「四谷大塚」に準じたカリキュラムですが、基礎力
を確実に習得させるための工夫がふんだんに盛り込まれてい
ます。このテキストを反復練習し理解すれば、広島県下の中
学受験では広島学院や附属を始めすべての中学受験で合
格を可能にできるハイレベルな教材です。
もちろんこのコースは本来個別指導なので、お預かりした生
徒の学力に応じた受験用教材を使い分けています。

● 小学生５・６年生に中学１年生の英語を指導し、
小学のうちに英語を得意科目にします。
練成コースでは小学５・6 年生を対象とした英語の指導も
行っています。このコースの目標は、中学１年生レベルまで
の英語の基本を指導・習得し、小学生のうちに「英検５級」
に合格することです。そうすることによって、公立中学に進
学したとき英語に対する自信が生まれ、英語が得意科目に
なることが確約されます。
授業では、簡単なダイアローグを中心とした会話と、中学
１年生までのカリキュラムの先取りである文法を中心に指導
し、家庭学習ではテキストを用いた反復練習や CD 教材を
用いたリスニングを学習します。
また、このコースの受講生たちは学習
に対する意識が高いため、中学校進学
後に、英語以外の科目の学習にも前向
きに取り組み、定期考査の成績も９０％以
上をキープしています。そして、例年、公
立難関校・上位校に進学していきます。

● 小５から小６前期までは｢教材徹底理
解｣を、小６後期は広島の中学を対象
とした「模擬模試」を受験し実戦力を養
います。
中学受験には生徒本人、保護者の方々、私ども
学習塾が三位一体となって合格に向かっていかね
ばなりません。
そして、中学受験は他の子どもたちとの競争以前
に「自分との戦い」なのです。その中で子どもたちは
逞しく成長していくのです。
小学６年生前期まではテキスト「合格自在」の徹底
理解を目指し受験の基礎学力を充実させます。
６年生後期からは、大手進学塾の公開模試を受
験する予定です。慣れた教室で問題を解くだけで
は、実際の入試本番に緊張しすぎて本来の実力が
発揮できない恐れもあります。これを防ぐためにも、
他の会場で受ける経験をさせます。

● 合格実績
少人数の個別指導で、かつ受験学年が在籍して
いない年度もあるため進学実績は多くはありません
が、下のように確実に合格に結びつけています。

● 算数だけを選択して受講することもできます。
【2012 年度】（受験者２名）：５・６年時の２年間指導
中学受験において合否に直結するのは算数の学力です。
現在、他の進学塾に通塾していて算数が伸び悩んでいる場合
や多人数クラスでは質問ができないため理解不足の内容が積
み残しになっている場合などは、他塾と併用して当塾の算数だ
けを受講することもできます。この場合は他塾で使用している
教材をそのまま使用します。

修道中学 1 名、広島女学院中学 1 名
【2009 年度】（受験者５名）：６年の１年間指導

修道中学 1 名、なぎさ中学４名
【2007 年度】（受験者２名）：５・６年時の２年間指導

広島学院中 1 名、なぎさ中学 1 名

● 目標別クラス編成を行っています。

● 理科・社会の豊富なプリント教材があります。

中学生は週２回で五科目を指導しますが、授業内容を反復
練習する週３回五科目のコースを選択して受講することもでき
ます。また、中学３年生では基礎力を充実させ公立中堅校を
対象とした練成クラスと公立難関校を対象とした発展クラスと、
の２つのコースがあり、自分が目標とする高校のレベルに合わ
せた授業を受講することができ、修道高校合格や崇徳高校特
進コース・比治山高校など中堅私立高校の特待生合格も勝ち
取っています。

● 授業用シートを使って授業し、質問タイムにも
充分な時間をとっています。
練成コースの授業では、ホワイトボードの板書を写したりす
る時間を最小限にとどめ、「説明を聞くこと」・「問題を解くこ
と」に集中できるようにするため、すべて授業用シートを用い
て行います。これが当塾の授業時間が、他塾に比べ短い理
由で、短時間に効率よく学力をつけることができます。
また、小学部の授業が終わる６時４０分から中学部の授業
開始の７時２０分までを「質問タイム」として２教室とも自由に
使用できます。学校の宿題をしたり、学習で生じた疑問・質
問を解決するために活用して下さい。

当塾では長年の学習指導で蓄積してきた豊富なプリント教
材があり、その量は一科目について通年用テキストの５冊分
に相当します。また、「授業用シート」→「演習問題」→「テスト
対策予想問題」と反復練習することによって基礎学力の定着
を図ります。

● 定期テストの得点に直結する｢暗記プリント｣を
配布してします。
真の学力をつけるには、中学校あるいは学習塾で指導された
「学習内容を理解すること」だけでは十分とはいえません。やはり
最低限必要な知識を持ち得てこそ「理解した学習内容」を活用
できるのです。
ところが、かつての「理解」をともなわない「詰め込み教育」とい
う言葉に対するアレルギー、あるいはそれを口実にして、「必要
な知識を習得すること」に対する努力が不足している中学生が
多く見受けられます。
そこで、当塾では、基礎学力を定着させるツールとして、学習
進度に合わせた英語・理科・社会の「暗記プリント」を配布し基礎
学力・基礎知識の定着を図ります。
「学習内容を理解すること」と「必要な知識を習得すること」、こ
の２つがうまくかみ合ってこそ学力は伸びていくのです。

● 定期テスト対策に自信があります。
中学校での通知表成績は、中１から中３まで学年の偏りなく
平均され、内申点となり、公立高校合否で約半分のウエイトを
占めます。当塾では日頃から「公立高校合格のためには、一年
生からの成績が大切」であることを塾生ひとり一人に認識しても
らい、定期テスト対策に充分な時間をかけています。
２学期制が導入されたことにより、一回ごとの定期テストの範
囲はこれまでよりもさらに広くなっています。生徒たちが試験前
に慌てなくても高得点が取れるよう、充実した日頃の授業と万
全な定期テスト対策でバックアップしてゆきます。
中間・期末テストなどの試験週間中は、中学校の出題範囲
別に合わせた対策授業を行います。例えば、五日市中学の翌
日のテスト科目が英語・理科であれば前日には出題範囲に合
わせて英語・理科の授業を行ったり、土日を利用して授業を行
うなど、徹底した対策を実施します。
〔卒業生１６名中〕
基町高校
井口高校
美鈴が丘高校
皆実高校
崇徳高校特待生

● 正確なデータに基づいた受験指導を行い、
公立上位校に高い進学率を誇ります。
当塾では、中学２年生は年間２回、中学３年生では年間３回
の「模試」を実施し、より多くの他の塾生と学力を比較し子供た
ちの実力を把握し高校合格に結び付けています。
また、進学指導では広島県の高校入試の選抜方式に合わ
せ中学校の通知表をもとにした「内申点」と、「全県模試」をはじ
めとする実力テストの偏差値、過年度生の成績データをもとに、
総合して独自の分析を加えた成績表を作成し適切で正確な進
学指導を行っています。
そして、広島の公立最難関の基町高校をはじめ、舟入・国泰
寺・井口・廿日市高校などの上位・中堅公立高校へと、高い合
格率を残し進学しています。

２００９年度合格実績

２０１３年度合格実績
１名
３名
２名
１名
１名 他

国泰寺高校
廿日市高校
五日市高校
観音高校

３名
１名
２名
１名

〔卒業生２０名中〕
基町高校
廿日市高校
美鈴が丘高校
廿日市西高校

１名
１名
５名
４名 他

舟入高校
廿日市高校
五日市高校

２名
１名
４名

〔卒業生１６名中〕
舟入高校
井口高校
美鈴が丘高校

１名
３名
２名

〔卒業生２５名中〕
基町高校
国泰寺高校
廿日市高校
美鈴が丘高校
国立呉高専

２名
１名
５名
１名
２名 他

舟入高校
廿日市高校
五日市高校

４名
１名
２名
２名

２名
３名
６名

国泰寺高校
廿日市高校
観音高校

１名
１名
２名

２００７年度合格実績

２０１１年度合格実績
〔卒業生２０名中〕
基町高校
井口高校
美鈴が丘高校
廿日市西高校
崇徳高校特進

井口高校
皆実高校
五日市高校
なぎさ高校

２００８年度合格実績

２０１２年度合格実績
〔卒業生２０名中〕
基町高校
井口高校
美鈴が丘高校
崇徳高校特進

１名
５名
２名
２名

２名
１名
４名
３名
１名

舟入高校
井口高校
観音高校
五日市高校
広島高校（なぎさ）

３名
５名
１名
３名
２名

● 英語・数学について一人ひとりのレベルに応じ
た指導を行います。
個別指導コースは、練成コースの指導時間が、お稽古事と
重なって受講できなかったり、英語・数学１科目だけ受講したい
人、一人ひとりのレベル応じた指導を受けたい人などのための
コースです。
また、私立中学に通っていて公立中
学とは学習進度が大きく違う人や、通
塾の際の送迎がたいへんなので、ご兄
弟姉妹を同じ時間帯で通塾させたい
御家庭などにもお勧めです。
また、欠席した場合は他の曜日に振
り替えて指導を受けることもできます。

● 定期考査対策
通常授業では英語または数学の指導を行いますが、定期考
査の試験週間は英語・数学以外に理科・社会の出題予想問題
の配布などの対策も実施します。また、試験期間中は練成コー
スの対策授業を受講することもできます。

● 春期講習
中学部の春期講習は、前学年の重要単元を総復習します。
出席は自由ですが、新中学３年生は受験生としての心構えを
しっかり持つために積極的に参加して下さい。
中学受験は新しい学年のスタートです。目標を決めてしっ
かりと学習しましょう。

● 夏期講習

● 中学３年生では練成コースと同様に受験に関
する指導を行います。
一人ひとりのレベル応じた「個別指導」とはいえやはり大部
分の生徒にとって高校受験は避けて通れないものです。
中学３年生の希望者は「模試」の受験や「合格ゼミ」の受講、
「選抜Ⅰ」の「小論文」対策講座など個別指導以外の受講も
できますし、個人懇談を通して受験情報の指導も行います。
これらは家庭教師では決して対応できない、グループ指
導のコースを併設している学習塾ならではのサービスといえ
るのではないでしょうか。
また、希望者はインターネットで当塾のホームページから
練成コースで使用しているプリント教材をダウンロードして家
庭学習の際に利用することもできます。

● 練成コースの授業のフォロー
練成コースの受講生で授業を休んだ場合などのフォローが
必要な場合に、個別指導の時間を使って指導を行う場合があ
ります。ただし、個別指導コースの受講者を優先しますので、い
つでも自由に指導時間が選べるわけではありませんのでご注
意下さい。

● 合格ゼミ
中学３年生の後期から入試直前まで、週２回の通常授業に加え
て土曜に「合格ゼミ」を実施し、全員が週３日受講となります。高校
入試の問題、特に英語・数学は中学校の定期考査の延長ではあり
ません。英語はリスニングに加えて会話文・長文の大問２～３題の
出題であり、また広島県の数学は他の科目に比べて難易度が高く
充分な対策をしておかないと、とうてい合格点は望めません。
当塾では過去１０年分の入試問題を分析し、分野別に編集した
プリント教材を用いて対策授業を実施します。

練成コースでは、７月下旬から８月末までは夏期講習を実
施します。中学１・２年生は約１５日間、受験学年である中学３
年生及び中学受験コースは約２０日間の指導です。夏期講習
は外部生も受講できますが、定額制である在籍者の授業料と
外部生の授業料は異なります。

● 冬期講習
冬休み中は、中学受験コースや中学３年生を中心に集中と
した時間割で特訓を行います。小学部練成コースは休講とな
ります。中学１・２年生や個別指導のコースは通常通りの指導
になります。

● 個人懇談
受験学年を中心に年２～３回の個人懇談を実施します。現
時点での学力分析や受験校に関するご報告をさせて頂く機
会です。書面でご案内しますので、期間中のご都合がよい時
間を選んで、電話でご予約の上、ご出席頂くことになります。

● 小論文対策
２月上旬に実施される「選抜Ⅰ」では、公立難関校・上位校の
大部分が「作文」ではなく「小論文」と面接を実施します。
「小論文」は、例えば高校生活に対する自分の希望を書ような
「作文」ではありません。与えられた課題文や資料を的確に判断
し、論理的に自分の考えを主張する技術が問われているのです。
１２月末から１月まで希望者を対象に実施します。

● 小学部…練成コース

面接・指導方針をご納得頂いた上「入塾申込書」をご提出下さい。
お申し込み順に御入塾頂けます。

● 小学部…中学受験コース 面接・指導方針をご納得頂いた上「入塾テスト」を受けて下さい。
合格後「入塾申込書」をご提出下さい。
〔テストは算数・国語の２科目で合格点は 70％です。〕

● 中学部…練成コース

面接・指導方針をご納得頂いた上「入塾申込書」をご提出下さい。
お申し込み順に定員８名まで受け付けます。
入塾に当たっての基準は５段階評価の通知表で五科目合計が
練成コース･･･５段階評価の１６点以上 (10 段階評価の場合は 31 点以上)
ただし、中学３年生は５段階評価の１７点以上を原則とします。
個別指導･･･入塾基準は設定していませんが学習に対する意欲がない場合は入塾をお断りします。

● 中学部…個別指導コース 面接・指導方針をご納得頂いた上「入塾申込書」をご提出下さい。
お申し込み順に定員まで受け付けます。

〔入塾までの流れ〕
① 電話で面接時間（土・日）を予約して下さい。
② 指導方針のご説明・生徒面接をします。
西広島バイパス

④ 当塾の銀行口座に授業料などのお振込み

コイン通り

③ 「入塾申込書」に記入して提出して下さい。

新教育
８人ゼミ
至 皆賀

⑤ 指導開始

エディ
オン

〔体験受講について〕

五日市
公民館
五日市
小学校

練成コースは面接後２回程度の体験受講もできますが、
個別指導コースや中学受験コースの体験受講は、すでに
受講されている生徒に対する指導がおろそかになるため
原則として受付けておりません。

入塾に関するお問合わせ・お申し込みは

0120-48-1719
http://shin-kyoiku.jp
新教育 ８人ゼミ・個別ゼミ (082)923-0336
広島市佐伯区五日市５丁目１３－１８－２０１

五日市駅

