
 

 

 

 

 

地域密着塾 地元で信頼されて 20 年 
コース 指導教科 授業時間数 講習費 体験生

新小学６年 算数・国語・英語          ７時間 4,200円
新中学１年 英･数･国・理・社 １８時間 10,500円
新中学２年 英･数･国・理・社 １８時間 12,600円
新中学３年 英･数･国・理・社 １８時間 14,700円

無
料

 

◎アカデミー学院の授業をこれまでに体験したことのない人は、集団部 春期講習費無料で体験できます。
◎教材費として、小学生は 2,100 円、中学生は 3,150 円のみご負担していただきます。 
◎開校２０周年特別企画第２弾。春期講習体験生が４月に継続入塾される場合は入塾金１０，５００円を無料に。 
◎小・中・高校生対象の個別指導部もあります。 ◎通常授業のご案内は裏面をご参照ください。 
◎希望者にはバス送迎があります。◎兄弟入塾金無料、兄弟授業料割引制度もあります。 
◎お申し込み、お問い合わせはお電話で。人数に限りがあります。お申し込みはお早めにどうぞ。 

   
 

３月２６日（木）～４月１日（水） 全６日間 
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アカデミーで過ごした１日１日が
思い出です。もしアカデミーに来
ていなかったら江南高校を志望
しなかったと思います。勉強はも
ちろんのこと、たくさんのことを学
びました。アカデミーでなけれ
ば、こんなに楽しいと思えること
はなかったと思います。 

東  千尋 
金旭中学 

 私は結果的には前期で受かりま
したが、人と話すのが苦手なの
で後期を受けるつもりで勉強しま
した。苦手な数学は予想問題を
解くことで最初と比べて随分よく
なりました。前期の面接練習は
塾でやってもらえて本当に助かり
ました。この塾を選んでよかった。

浅田 栞乃子
金旭中学

 アカデミーに入って自分はとても
変わることができました。勉強が
嫌いだったのに、自分から進ん
で勉強できるようになりました。初
めて独自問題を解いたとき、全
然わからなくて志望校を変えよう
と思いました。でも先生達の指導
で江南を受けてよかったです。 

積田 侑弥 
中原中学 

 アカデミーでは学校で教えてく
れない何か特別なものを学んだ
気がします。仲間と一緒に同じ
目標に向かって頑張ってき、一
緒に目標を達成することができま
した。「努力は必ず報われる」と
いう言葉を信じます。アカデミー
で過ごした時間は一生の宝物。 

二宮 良太
旭陵中学

 学校の成績は大磯高校には手も
届かないくらいでした。でもアカ
デミーに入塾して、先生方の支
えと、分かりやすい授業のおか
げで成績も上がり、大磯高校に
合格することができました。アカ
デミーに来て本当によかったで
す。ありがとうございました。 

佐橋 政亮
中原中学

 

 

１年の時に比べて成績がとても
上がりました。アカデミーに入っ
て勉強が楽しくなったからです。
それまで勉強は仕方なくやるも
のと思っていました。行きたかっ
た高校に合格できてすごくうれし
いです。アカデミーじゃなかった
らこんなに頑張れなかったです。

相田 成美 
山城中学 

 

 

最初過去問を解いたとき 10 点台
でとても無理だと思いました。け
どどうしても江南高校に入りたく
て毎日塾に通って頑張りました。
そしたら点数が倍以上上がって
感動しました。３年間＋αアカデ
ミーに通ったかいがありました！ 
卒塾いやです。アカデミー最高。 

 前は英語がとても苦手でしたが、
アカデミーに入ってずいぶんで
きるようになりました。アカデミー
の先生達によるサプライズやイベ
ント、塾ってつらいものだろうと思
っていたのに、とても楽しかった
です。こんなことならもっと早くに
入っていればよかったです。 

菅 里紗子 
中原中学 

 英語がとても苦手で定期テストで
も点数が低かったのですが、ア
カデミーで授業を受けているうち
に点数が上がっていき、苦手教
科がなくなったおかげで平均点
が一気に上がりました。大磯高
校に合格できたのはアカデミー
のおかげです。アカデミー最高!

三橋 小菜美
金旭中学

 アカデミーは私にとってかけがえ
のない空間です。大好きな仲
間、楽しい時間がありました。イ
ベントはもちろん、1 つ１つの授
業も楽しい思い出として残ってい
ます。アカデミーで過ごした３年
間は一生の宝物です。アカデミ
ー最高！ 

高橋 優衣 
旭陵中学 

 ３年間とてもいい思い出になりま
した。勉強以外でも色々学べま
した。アカデミーとのお別れはさ
みしいです。 
たくさん面接練習をして、前期で
合格できて本当に良かったで
す。今までありがとうございまし
た。アカデミーは最高です。 

川崎  瞳
山城中学

 最初は後期も厳しいくらいでし
た。アカデミーで時に楽しく、時
に真剣に勉強していたらテストの
点も上がり、後期で合格すること
ができました。勉強以外の面でも
アカデミーで得たものは沢山あり
ます。もしアカデミーでなかった
ら今の結果はなかったでしょう。 

渡辺 明梨
金旭中学

 自分は英語と数学が苦手でした
が、塾に入ってから勉強するよう
になって、学校のテストで３０点
以上は確実に取れるようになり、
自信がもてるようになりました。前
期で大原高校に合格することが
できて、アカデミーに入って正解
だったと思っています。 

大場 拓也 
金旭中学 

 英語の知識が増えたのも、勉強
が好きになったのも、大切な友
達ができたのも、優しい先生と出
会えたのも、ここまで努力できた
のも、一生に残る思い出ができ
たのも、自分が成長できたのも、
全部アカデミーのおかげです。
アカデミー最高と叫びたい。

戸井田 苑子
山城中学

 ２年の夏から入って最初はとても
不安でしたが、すぐになじめまし
た。テストの点数も上がったし、
アカデミーに来てからいいことば
っかりな気がします。 
本当にアカデミーでよかったで
す。先生達のアドバイスで自信を
もって前期の面接に臨めました。 

横山  愛 
山城中学 

鈴木 礼奈 
山城中学 

 勉強のように何かをコツコツやる
のが大嫌いな自分が平塚江南
高校に合格することができたの
は、塾の先生方のおかげです。
この３年間、本当に楽しかったで
す。だから卒塾するのがさびしい
です。 
ありがとうございました。 

中学で行われた進路決定の三者面談では、担任の先生より、この成績では江南高校は無理と言
われました。舟田学院長には随分前から江南を狙える力があると言われていました。本人が塾の
先生方を信じ、自分の力を信じて、冬期講習に、そして入試直前特訓に取り組み、入試前日まで
夜遅くまで補習に通いました。この２ヵ月間、家にいるより塾にいる時間のほうが長かったぐらいで
す。でもこの間に自信がつき、不安な気持ちを持たずに受験に臨むことができました。そして無事
江南高校に合格できました。あきらめずに努力し続けることの大切さをアカデミー学院で教えてい
ただきました。人生の中での大きな出会いに感謝しています。ありがとうございました。（匿名希望）

なかなか志望校が決まらずにいましたが、最終的に子供が志望したのが独自入試問題を実施し
ている難関校の平塚江南高校でした。塾の入試直前特訓が始まる頃は、まだ独自問題に苦戦中
…。特に苦手の数学はサッパリ解けずに落ち込んでいたようですが、それでも全然あきらめる様
子もなく淡々と塾に行き、大量の問題を解いていました。「理解はできてるから大丈夫」という先生
の励ましもあり、徐々に点数も上がり始め、お陰様で志望校合格を実現することが出来ました。あ
きらめずに頑張れたのは、本人の強い意志と、一緒に頑張る塾の仲間がいたことと、何より最後ま
で親身になって丁寧に御指導下さったアカデミーの先生方のお陰だと思っています。（匿名希望） 

長男がアカデミー学院に入塾した頃、本人は江南高校に合格するとは思っていませんでしたし、
私も夢のまた夢だと思っていましたが、先生方の熱心なご指導により徐々に成績が上がり、江南
高校への道が開けました。学校の面談では江南高校は無理だと言われましたが、アカデミー学院
の先生方のバックアップがあり、本人は自信を持って受験することができ、また、私も安心して見
守ることができました。そして、無事長男が江南高校に合格し、その３年後の今回、次男も江南高
校に合格することができました。これも、一重に学院長をはじめとするアカデミー学院の先生方の
ご指導の賜物と感謝しています。まことにありがとうございました。（匿名希望） 

この度、昨年の長男に続き、長女も平塚江南高校に合格しました。合格に導いてくださった塾の
先生方、学校の先生方等にお礼を申し上げます。私は子供に対しては、常に２つのことを刷り込
み教育のように行ってきました。１つは、「コツコツと人より少しだけ頑張りなさい」 「嫌になったら、
新しいことはやらずに、見直しだけでいいからやりなさい」ということ。２つ目は、「常に目標を決め
なさい」ということです。この繰り返しにより、達成感と集中力を身につけさせました。これは家庭教
育だけでは到底出来ません。そこで、私の教育と思いを同じくする塾を探し、勉強は託すことにし
ました。これを実現できたのはアカデミー学院と出会えたからだと感謝しています。（東 典浩） 

平塚市河内 520-1 
TEL 31-6831 

山下団地入口 マクドナルド前 

他多数合格 

斉藤 政倫
春日野中学



 

 

小６生 算･国･英 ３教科 １０,５００円 兄弟割引制度（入塾金無料・月謝３割引） 

科目選択自由です。生徒一人ひとりに合った個別学習プランで指導します。試験対
策で時間数を増やしたり、英検・漢検・数検対策の授業をしたり、学力テスト・県模試
を受験することも可能です。１教科９０分授業。とくに次のような人にお勧めです。 
・集団指導で質問のできない人・基礎学力をつけたい人・苦手教科を克服したい人
や得意教科を伸ばしたい人・公立上位校、私立トップ校を目指して実力アップしたい
人・集中力が持続しない人・つまずきを発見してそこまで戻りたい人 

週２日で英語・数学・国語・理科・社会の５教科を集団で学び、１日は学んだことをデ
ータベースを使って問題演習を行う、週３日間のお得なセットコースです。データベ
ースで弱点がなくなるまで演習を繰り返すので、知識が定着し、実力がアップしま
す。データベース学習日は、準個別スタイルで教師が生徒一人ひとりに丁寧に指導
します。学力テストや県模試のほか、月例テストの結果を家庭成績表でご家庭にお
送りしますので、実力が一目瞭然でわかります。（WEB の「成績表サンプル」参照） 

レギュラーコースに個別指導を１日加えた週４日間のがんばる人のためのコースで
す。やる気のある人にはやる気で応えて結果を出す、それがアカデミーのやり方で
す。公立・私立のトップ校を目指す人や、英検・漢検・数検などの検定試験で上位級
を狙う人にお勧めです。 
クラスの仲間と競い合い、演習もたっぷりこなせ、苦手科目や弱点も克服できるまさ
にオールマイティなコースです。 

教科数（週時 数） 小６ コ ース 名 （週時数） 中１ 中２ 中 ３ 教科 数（週時数） 小学生 教科数（週時数） 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

算/国１科　(60分) 4,200 らくらくコース  (360分) 18,900 - - 算/国１科　(60分） 5,775 １教科 　(90分） 9,450 9,450 1 0,500 11 ,55 0 12,600 13,650
算･国２科 (120分) 8,400 レギュラ ーコース  (540分) 22,050 23 ,1 00 24,150 算･国２科 (120分） 11,550 ２教科 (180分） 18,900 18,900 2 1,000 23 ,10 0 25,200 27,300

算･国･英３科 10,500 とくとくコース  (450分) 26,250 28 ,3 50 30,450 英･算･国 (180分） 13,650 ３教科 (270分） 27,300 27,300 3 0,450 32 ,55 0 35,700 38,850

英語のみ　(60分) 6,300 しっかりコース  (360分) 28,140 30 ,8 70 33,630 － - ４教科 (360分） 35,700 35,700 3 9,900 43 ,05 0 47,250 51,450
- - がんばるコース  (630分) 29,400 31 ,5 00 33,600 － - ５教科 (450分） 44,100 44,100 49,350 53 ,5 50 58,800 64,050

集団部 月額授業料　（税込） 個別部 月額授業料　（税込）

 
●アカデミー学院の授業を初めて受講する人は、春期講習を無料で体験できます。 ●春期講習体験生が４月に継
続入塾される場合、入塾金１０，５００円を無料に。●学院生（以前に在籍していた方も含む）のご兄弟は入塾金無料
です。 ●兄弟割引（３割引）制度もあります。 ●上記のほか、教材費（コースにより異なる）、年間雑費、学力テスト・
県模試代などが必要です。詳しくはお問い合わせください。 ●希望者にはバス送迎があります（月 1,050 円）。  
●少人数制ですので、満席になると締め切らせていただきます。お電話での予約を受け付けます。 

●個別部の無料体験は１回のみとなります。●入塾金免除制度は集団と同じ適用です。 ●上記のほか、教材費（履修教科数により異な
る）、教室維持費、学力テスト・県模試代などが必要です。●パワー個別（中高生１：１）の授業料、その他詳しくはお問い合わせください。 
●小学個別部は１授業６０分、中高生個別・パワー個別は１授業９０分です。 
●小学個別部はバス送迎対応していますが、中高個別・パワー個別は対応していません。  
●残り席わずかです！お急ぎください。満席になり次第締め切らせていただきます。お電話での予約を受け付けます。 

 
生徒一人ひとりにわかるまで懇切丁寧に指導。算数・国語・英語の中から選べま
す。平塚中等教育学校対策（適性検査･作文･グループ活動）にも対応しています。 

 
週２日で英語・数学・国語・理科・社会の５教科が学べます。学校の授業の先取り予
習を行い、試験前には対策授業で何度も演習を繰り返し、高得点を目指します。週
２日間なので、部活や習い事とも両立でき、通塾の負担を軽くできます。 

週２日で英語・数学・国語・理科・社会の５教科を集団で学び、１日は個別で自分の
苦手な教科を学ぶことができる、お得なコースです。集団指導と個別指導の両者の
いいとこ取りで、苦手教科を克服している人が大勢います。生徒一人ひとりの弱点
を把握している教師の連係により生徒のニーズにカスタマイズした指導ができます。

学校の授業に進度を合わせて、プロ教師が指導します。教科書準拠の塾専用教材
を使用。中学進学への基礎作りをします。教科は算数・国語・英語から選択。 

週１日は国語・理科・社会の３教科を集団で学び、１日は個別で英語・数学を学ぶこ
とができます。英語・数学の勉強に力を入れたい人にオススメのコースです。 

 

今春卒塾生の模試偏差値成績推移 

 
まずは WEB でチェック！ 

アカデミー学院
平塚市河内 520-1 

TEL 31-6831 
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下のグラフは、今春卒塾した生徒の中１～中３の８月度実施県内模試の偏差値推移を表したもの
です。５教科総合と教科別の伸び率を表しています。詳しい資料は WEB の「塾生実績」を参照。 

1．地域密着型 
  地元の各小中高校の進度に合わせたきめ細かい指導をしています。 

2．勉強の楽しさを 
  丸暗記・詰め込み式ではなく、探究心・知的好奇心を育てる楽しい授業です。 

3．教科担任制 
  教科専門の教師が懇切丁寧にわかりやすく指導しています。（詳しくは WEB で）

4．独自のデータベース・システムで弱点対策 
  学校の定期テスト問題にも対応した３５万題におよぶ問題（基礎・基本･標準・応

用・発展の５レベル）で生徒一人ひとりの弱点を徹底的に対策します。 

5．あなたにぴったりのコース 
  生徒一人ひとりのニーズに合わせたコースを用意しました。アカデミー学院オリ

ジナルの集団と個別の組み合わせなど、かゆいところに手が届くサービスです。 

6．試験対策無料補習 年間３００時間 
  集団中学部では年間３００時間を超す無料補習で一人ひとりをフォロー。 

7．技能４教科無料試験対策 
  期末試験前には音楽・美術・保健体育・技術家庭の対策授業もあります。 

8．無料英検対策授業 
  年間約４０時間の無料英検対策により英検合格をサポートしています。 

9．英検･漢検・数検 準会場指定校 
  漢検・数検も無料で対策が受けられ、当学院で受験できます。 

10．イベント盛りだくさん 
  バーベキュー大会、ディズニーランド遠足、夏合宿、映画会など、生徒の有意義

な塾生活を全面的にサポートします。（WEB の「塾生の声」参照）


	2009年度春期表面
	2009年春期チラシ裏

