


自信は“基本”から生まれる

どんな分野にも基本というものがあります。

変わらないベースがあります。

確かな基本があってこそ、いろいろなケースにも対応できます。

新しい発想も生まれてきます。

前に進む自信と勇気は“基本”から生まれる！

『基本と個性を大切に』

Do your best!

Dreams come true.



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

西本塾
駅前館

春日校

西本塾

駅前館

春日校

西本塾

駅前館

春日校

西本塾

駅前館

春日校

西本塾

駅前館

春日校

西本塾

駅前館

春日校

数学・英語

国語

（理科・社会）

数学・英語

国語

（理科・社会）

数学・英語

国語

（理科・社会）

数学・英語

国語

（理科・社会）

西本塾 算数・国語 まだ塾に通わせるには早すぎる。でも低学年
のうちに学習習慣は付けておきたい。そのよ
うな生徒の為の通信制講座です。月2回のス
クーリング時に個別指導を行います。

通信制講座 駅前館 （理科・社会）

（小学生低学年） 春日校
（小学Eクラ

ス）

講座のご案内（総合コース）

オンデマンド

中高一貫講座
（中高一貫1年生～6年

生）

主に中高一貫校へ通う生徒が対象です。学校
のカリキュラムに合わせて，しっかりサポー
トします。中学受験を無駄にしないために，
無理なくレベルアップさせます。

グループ個別クラスで個別にタイムリーな授
業をします。個々の進度に合わせながら大学
受験に備えます。演習を組み合わせ、個別な
のに十分な勉強時間を確保します。

大学受験

オンデマンド講座

（高校1・2・３年生）

スタンダード

高校受験対策講座
（中学1年生～3年生）

上位校合格が目標です。受験に備えて実力を
養い、内申点アップに向けて定期試験対策に
も力を入れます。授業と演習を組み合せ，学
力の定着を目指します。

オンデマンド

高校受験対策講座
（中学1年生～３年生）

グループ個別クラス編成で個別にタイムリー
な授業をします。学校の内申点を意識しなが
ら受験に備えます。演習中心に個別なのに十
分な勉強時間を確保します。

中学受験対策講座
（小学４年生～6年生）

算・国・理・社
（Bクラス）

志望校に合格するために受験に対応する学力
を身に付けます。（月～金）毎日通塾が理想
です。

駅前館

春日校

西本塾
駅前館

春日校

算・国・理・社

適性検査

（Cクラス）

区分 クラス コンセプト

西本塾
駅前館
春日校

春日校

春日校

幼児教育

能力開発講座

能力開発講座

能力開発講座

教室 科目

将来に向けて一番大切な時期です。
集中力・記憶力・想像力を育てます。

アーテック

プログラミング講座
（小学生）

（ラビットクラブ）

キッズゼミ 西本塾
駅前館
春日校

ロジカルキッズ
（幼児～小学6年生）

パズル道場
（幼児～小学6年生）

総
合
コ
ー
ス

　　公立中高一貫校

受験対策講座
（小学5年生・6年生）

福山市立中学・県立広島合格を目指した講座
です。基礎学力と適性検査に対応する力を育
てます。

ブレインアップ
（小学生）

学習習慣

「学校の勉強がよくわかる」が目標ですが、
合わせて能力開発、作文、英語など盛りだく
さんの講座です。（月～金）毎日通塾可。

　ペッパー倶楽部
（小学生）

能力開発講座
Pepperは実用可能な本物のロボットです。
Pepperを実際に教室で使い、結果を得られ
ることが、この講座の大きな特徴です。

バランスゲーム・形合わせ・立体パズル・歯
車の回転・バランスゲーム・フレームパズル
などに挑戦します。成長期だからこそ楽しみ
ながら脳力を鍛えます。

算数パズルを楽しみながら、論理的思考力、
着眼・推理・分析能力、粘り強さを育成しま
す。自分でできた喜びと、考えることの楽し
みを体感するので、学習に対する「主体性」
が養われます。「できなくても、考えた分だ
け、賢くなる」

MITで開発されたスクラッチを利用して、プ
ログラミングを学習することで、論理的思考
力を育てます。

春日校 能力開発講座
パズル道場＋プログラミング＋ロジカルキッ
ズを合わせた総合的な能力開発講座です。

公立小学校対応講座
（小学1年生～6年生）

算・国・英
（Aクラス）

西本塾



トップレベルの映像授業で予習や復習を
したい生徒向けのコースです。受験勉強
だけではなく定期試験にも対応します。

パワートレーニング 西本塾
駅前館
春日校

英語・数学
理科・社会

国語

英検対策講座検
定
対
策
講
座

西本塾
駅前館
春日校

英検
（5級～準1級）

年に3回のチャンスがあります。大学入試に
おいて、とても重要です。合格までサポート
しますので、ぜひチャレンジして下さい。

数検対策講座
西本塾
駅前館
春日校

数検
（5級～準1級）

小学生・中がぅせいにお勧めしたい検定で
す。数学は中学から高校へは溝が深い科目で
す。検定受験で溝を埋めよう！

漢検対策講座
西本塾
駅前館
春日校

漢検
（5級～2級）

小論文や記述問題対策の基本は漢字です。漢
字を使わない文章は、減点になります。ボ
キャブラリーも増えます。

個別指導
（小・中・高・浪）

西本塾
駅前館
春日校

（小学生）

算・国・理・社
（中学・高校）

数・英・理

１：２以下の個別指導です。進学塾のノウハ
ウと家庭教師のきめ細やかさ。「やればでき
る」という成功体験の積み重ねが学習意欲を
向上させます。

区分 クラス 教室 科目 コンセプト

個
別
コ
ー
ス

実力予備校講師による各教科の「鉄人講義」が受けられる！

学びエイドの個性的な講師陣は、すべて厳しい基準をクリアして選ばれた一流講師。学びエイドでは、その講師たち
を敬意を込めて「鉄人講師」と呼んでいます。大学入試に必要なすべての教科がそろっています。また、講義は講師
にとっても貴重な“表現の場”です。学びエイドに参画する講師は増え続け、授業の数も日々増えています。目標は
30,000コマです。

従来の無駄なパフォーマンスを無くした「５分間」講義で、ポイントを集中して学習！

学びエイド

同じ科目に複数の鉄人講師と多数の動画。自分のレベルや学習方法、フィーリングに合った講師に必ず出会えます。
また、自分で複数の鉄人講義を組み合わせてオリジナルコースも作れます。学びエイドは高校で学ぶすべての分野を
サポート。そのため高校３年生の大学受験指導だけでなく、高校１年生・高校２年生の定期対策にも有効活用できま
す。

個別にいつも教師が寄り添い、進捗状況や習熟度等をチェックしている！

学びエイドの進捗状況や習熟度は、その都度管理画面を使って塾の先生がしっかり把握。受講講座の傾向を分析し、
次に受けるべき講座などを的確にアドバイスするので、効率的な学習が可能です。また、塾の先生は学習意欲の継続
を助け、挫折しないようにいつも見守っています。

学びエイドの「鉄人講義」は、１コマ約５分。今までのダラダラとした講義や、パフォーマンスで引っ張る講義とは
異なり、講師の顔が一切画面に出てきません。顔が出ないから内容そのものに集中できるのです。だから、ピンポイ
ントで理解できます。「充実した学習内容」と「生徒の集中力」を両立したコンテンツなので、空き時間も有効に利
用した学習が可能です。

高校の全範囲の中で、自分に合った講義と講師が選べる！

英語・数学
理科・社会

国語

個別指導に演習をプラスしました。個別指導
だけでは学力の定着は図れません。演習をす
ることで学力が身につきます。十分な学習時
間を確保できます。

学びエイド
（中学生～高校生）

春日校
英語・数学
理科・社会

国語

演習で学力の定着を目指します。慌てずじっ
くり自信をつけましょう。自習室を活用し，
学習習慣を付けよう。本気で勉強したいなら
この講座がおすすめです。（中学生・高校生）

演習ユニット
（小学生～高校生）

西本塾
駅前館
春日校

英語・数学
理科・社会

国語

たくさんの教科を大急ぎでレベルアップした
い人の為に、パワートレーニングをお得に組
み合わせてユニットにしました。

個別ユニット
（小学生～高校生）

西本塾
駅前館
春日校

区分 クラス 教室 科目 コンセプト



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

（変更になる場合があります）

対象：塾生とその友人たち

進学情報フェスタ

受験生や保護者の皆様に正しい
受験情報を持っていただくため
に，学校側から直接お話を伺い
ます。個別ブースは毎年大好評
です。今年は6月7日（日）に
ローズコムにおいて公立私立合
わせて約20校が参加予定で
す。

対象：生徒・保護者様

バスツアー

毎年恒例のお楽しみ行事です。今
年もユニバーサルスタジオへ行き
たいと思っています。ただしバス
のチャーター料が毎年値上がりし
ていますので、今年も実施できる
かどうかは、参加予定者の熱意に
かかっています。4月に実施予定
です。

検定はますます重要になってきま
した。大学入試ではもちろんです
が、中学入試でも、加点や特待生
の選考基準になっています。この
対策講座は、どうしても合格した
い人のための講座です。全力で応
援します。受験生の運命が係って
いると思い、講師達も必死に頑
張っています。

対象：検定受験者

保護者懇談会

6月と11月に予定していますが、
必要を感じた時には、すぐに教室
へお越しください。特別なことが
無い限り職員は毎日2時に教室に
出社しています。教室からもご相
談したいときはご連絡をさしあげ
てすぐに来て頂こうと思っていま
す。その折には、どうぞよろしく
お願いします。

対象：保護者様

（英検・漢検・数検）対策講座

読書作文コンクール

対象：小学生

春期講習

対象：小学生～高校生

スタートが肝心です。学校が始ま
る前にライバルに差をつけましょ
う。塾生必修です。

夏期講習

もっとも長い講習です。この講習
会で学力が決まるといっても過言
ではありません。夏は規則正しく
勉強をする習慣をつけます。もち
ろん塾生必修です。

対象：小学生～高校生

冬期講習

受験生にとっては最も大切な講習
になります。他の学年にとって
も，1年間のまとめの講習です。
短いですが中身が濃い講習になり
ます。塾生必修です。

対象：小学生～高校生

全国学習塾協会主催の読書作文コ
ンクールへ参加します。文章を書
き自ら校正する作業は，国語力を
つける良い方法です。夏休みに挑
戦します。

直前講習

公立高校合格を確実にするために
入試直前に最後の仕上げの講座を
開講します。「入試大予言」を基
にした合格直結の講座です。希望
者だけのオプション講座です。

特別講座・研修会

パワーアップ入試英単語

厳選された英単語・熟語に，挑戦
します。大嫌いな「単語覚え」。
大嫌いだからこそ１日で済ませて
しまいましょう。中3生と高3生は
必修です。

対象：中学生・高校生

定期対策講座

中間テストや期末テストのたびに
企画されます。準備の遅い君はぜ
ひ参加してください。平均点９０
点をめざそう！

対象：中学生・高校生

対象：中学3年生

入試大予言
公立高校の入試問題にとことんこ
だわります。予想問題の特訓で受
験生を応援します。毎年「受講し
てよかった」と大好評です。理科
と社会に特化して、「今年はここ
が出る！」と、大胆に割り切って
授業をします。受験生は必修！

対象：中学3年生

パワーアップ社会・理科

１日がかりの特訓講座。約８時間
のマラソン講座で，苦手科目を得
意科目に変える秘密の特訓です。
中学3年生は必修です。中3対象の
「パワーアップ社会」は大きな会
場を使用します。

対象：小学生～高校生



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◎検定について

各種検定は毎回受験することが進級の秘訣です。闘志を燃やしてチャレンジしましょ
う。私学では特待生の認定基準にも使われ、高校入試や大学入試などでも重要な資格に
なってきました。しっかり準備をして受験しましょう。中学3年生で「英検2級合格」
など，欲張った目標を立てて頑張りましょう。

◎模擬試験について

　模擬試験は弱点を知り，対策を立てるための手段です。決して成績に一喜一憂しては
いけません。しかし試験前には試験範囲の単元をしっかりと復習するなど準備し，試験
後は出来なかった単元を見直しましょう。
　塾では模試結果返却後に弱点克服のための個別講座を準備しています。弱点を克服し
苦手が無くなるように、ぜひ受講して下さい。受験生には年に2回，広い会場をお借り
して本番に近い雰囲気で模試を実施しています。受験生も本番のつもりで準備をし，試
験に臨んでください。本番に強い心が養われます。

模擬試験・検定

月例模試 志望校判定模試 そっくり模試

この模試の結果をもとに、進路指
導します。苦手分野を洗い出し
日々の授業に生かします。毎年追
跡調査を行い、受験資料「パス
ポート」を作成しています。塾生
必修です。

盈進・銀河の教室を使った会場模
試です。臨場感にあふれ、受験生
達に良い刺激を与えます。今年は
4月5日に予定しています。この日
から受験生の自覚が芽生えます。
解説授業も好評です。中学3年生
は必修です。

公立高校の入試問題にレベルや形
式を合わせた模試で、昨年度は
ローズコムと英数学館を会場とし
て実施しました。もちろん、予想
問題ですから、合格へ直結しま
す。合否判定も県立高校と同じよ
うに、内申点を加味した精度の高
い帳票を最速でお渡しできます。

対象：小学生・中学生 対象：中学3年生 対象：中学3年生

英語検定 数学検定 漢字検定

公立中高一貫校合格のための適
性検査模試です。とにかく適性
検査は形式に慣れることが大切
です。どんな所で減点されるの
か、どんな知識が必要なのかが
明らかになります。

英語を学んでいる子も，学んでい
ない子も，元気に声を出して英文
を朗読します。アルファベットや
単語が読めなくても朗読はできる
ようになります。英語のリズムや
抑揚を体で感じてください。

対象：公立中高一貫校受験予定者 対象：小学生・中学生

少し勇気を出して受けてみましょ
う。仮に失敗しても，そこから何
かを学ぶことができるはずです。
出来るだけ実力以上の急にチャレ
ンジすることが、検定の意義を高
めます。もちろん、入試や留学時
に役に立ちます。小学生から大人
まで、奮って挑戦してみてくださ
い。（年3回）

中学3年生までに数学検定準2級
（高校1年生レベル）合格を目標
にしてください。先取りすること
で、数学を得意にできます。もち
ろん高校生は数学検定準1級が目
標です。（年4回）

小学生は５級，中学生，高校生は
２級が目標です。大学入試まで意
外に大切な漢字を，合格を弾みに
しながらこつこつと積み上げてい
きます。（年4回）

対象：検定受験者 対象：検定受験者 対象：検定受験者

公中検模試 英語朗読コンテスト



■小6適性の　1０/１１ ,    １１/８は「適性検査模試（公中検）」です。
■小6適性の「適性検査模試（公中検）」は前期にもありますので希望があれば受験できます。

◎ ◎◎

◎ ◎ ◎

◎ ◎

高校生オンデマンド

春期 英単語暗記会 夏期プレ 夏期 社会科暗記会

◎ ◎

◎ ◎ ◎

高校1年生～3年生スタンダード

中学生オンデマンド

◎

◎

◎

◎ ◎

冬期

◎

◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎春期・夏期・冬期・直前講習一覧   （各講習会は塾生必修です。必ず受講してください）
学年クラス

小学1年生～6年生Aクラス

小学４年生～6年生B・Cクラス

中学1年生・2年生

中学3年生 ◎ ◎

入試大予言

◎

中1・２ 英語・数学・国語

中3 英語・数学・国語・理科・社会

■上記は予定です。受験日等は変更になる場合があります。

■中学3年生の　12/6 ,    ２/7は「そっくり模試」です。

（前期）  4/11     8/29

（後期）  10/24    1/9

（前期）  4/5   6/6   8/29

（後期）   10/24   12/6   2/7

算数・国語・理科・社会・適性検査
（前期） 4/11    6/ 6    8/29

（後期）   9/26      10/11    11/8

小６

適性

学年 科目 日程

（前期）　8/29
小1～３ 算数・国語

（後期）  1/ 9

算数・国語

算数・国語・理科・社会

小4～６

非受験

小4～６

受験

（前期）  4/11    8/29

（後期）   11/14    1/9

（前期）  4/11    6/ 6    8/29

（後期）  9/26   11/14   12/12

全学年 11級（小１程度）～２級（高校2年生程度） 　６/20，８/22，10/17,  2/13

◎   公立中高一貫校受験（適性問題模試）　　　　予定です。変更になる場合があります。

学年 概要 日程

小5・６ 福山市立中学・県立広島中学　受験準備 9/13,   10/11,   11/8

◎   英語検定のスケジュール（中学生は出来る限り受験して下さい）
学年 目標 日程

全学年 5級（中1程度）～２級（高校修了程度） [第１回]5/30，[第２回]10/3，[第３回]1/23

◎   数学検定・算数検定のスケジュール
学年 目標 日程

◎　漢字検定のスケジュール（小学生は出来る限り受験してください）
学年

１０級（小１程度）～２級（高校修了程度） [第１回]６/13，[第２回]８/20，1０/31，[第３回]1/30全学年

目標 日程


