
お子様の成績ダウンしていませんか？

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関塾生達はぞくぞくと結果を出しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなの集中力はすごいの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です！！

 
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 小・ 中学生のお母様・ お父様へ

　小・中学生のお母様、お父様、こんにちは。少数精鋭・

個人指導塾の塾頭の中瀬直信です。島泉の地に開校

して 14年目に突入しま した。お陰さま で教室は活気に

みなぎっていま す。生徒たちはほんとう によく 頑張っ

てく れていま す。日々クラブ活動など、忙しく 体力的に

も きつい中、塾での課題をこなし、着実に力をつけて行

ってく れていま す。一人ひとりが自覚し、勉強に取り組

む姿勢はすばらしいです。大変嬉しい限りです。

　でも 、何より嬉しいのは、生徒たちが、元気で、明るく

勉強を楽しんでく れることなんです。

■皆と同じように勉強しているのに差が生まれるこの不思議・・・・。　

子どものやる気を引き出し、成績を上げる関塾の少数精鋭・個人指導とは？

一学期の中間テストの結果です。お子様の成

績はいかがでしたか？中間テストはま だ、内

容がそれほど難しい範囲ではなく 、どこの中

学校でも 平均点は高めに出ていま す。そう

とは言え、点数を下げてしま った子も いれば

大幅に上げる子も いたのも 事実です。

お子様の 成績は 下が っ てい ま せん か ？

成績が伸びた子、伸びなかった子の差はな

ぜ生ま れたのでしょう か？

「勉強不足」「内容が分からなかった」など、原因は幾つか

考えられま すが、やはり一番の原因は「勉強に向かう 姿

勢」ではないでしょう か？いく ら有名大学出の先生が教

えていよう と、いく ら良い教材を使っていよう と、本人の

やる気が勉強に向かっていなければ、良い結果を出せな

いのです。

では、どう したらやる気を持って勉強に取り組むよう にな

るのか？　実は塾を選ぶ場合にはその対策があるのかも

基準にしてほしいのです。

わからないところはとことん教え
ます。理解と定着トレ－ニング、
これが大事です。

復習・定着のためのテキスト
一人でこんなにも解きました。
目標にしている高校合格に一
歩前進です。

集中力をつけるための秘
密アイテム
＊この中には、機能脳
科学者、苫米地英人博
士提供の「勉強脳を活
性化」するための、特
殊音源が入っています

ス - パ - ブレインヘッドホン

責任を持ってとことん指導できる少人数定員制

私たちは、お預かりするお子様と正面から向き合い、高校合
格までとことんサポ- トしたいと考えています。個人指導を強
化するための、少人数体制をとれせて頂いています。一人ひ
とりの理解度と定着度に合わせた授業・演習を組み立てるこ
とで、確実に成果を上げることが可能となる他塾にはない独
自のシステムです。真剣に勉強中！

驚異の成績アップを実現！「最強学習法」即アップミラクル

偏差値を驚異的に上げる最強学習法則アップミラクル
は全国 250 を超える私立中学校、学習塾に導入され
、驚異的な成績アップを果たしています。学習の質を
極めた専用教材（左写真）、圧倒的な学習量を可能に
する演習システムで短期間のうちに大きな成果を実
現します。関塾自慢の学習法です。やる気を引き出す教材

■ 成績アップの秘密 1 　超裏技の、遡行 ( そこう ) 学習って？

　たとえば、中 1 の時に英語がわからなく なった中 2 生に今やっているところを一生懸命教

えても 、大きく 伸びま せん。英語は積み上げ式の

教科なので、過去のつま ずきが現在の勉強にダイ

レクトに影響してしま う のです。これを放置したま ま

では、当然入試で失敗することになりま す。

　 関塾では、一年分の基本構文をま とめた練習帳

を使い、中 2 生は中 1 英語の基本文練習、中 3 生

は、中 1 ・ 2 の英語の基本文練習をタップリとやっ

ていま す。遡行学習で全部暗記出来るよう になれ

ば、点数は確実にとれるよう になりま す。

　  英語ブ ロック基本文練習帳

 2 週間で 一年分の 復習が 可能 !

■ 成績アップの秘密　その 2 　
　

　 テストで点数を上げるには間違わなければいい。あたりま えのことをですが、では間違っ

てしま った問題はどう するのか？　「ああ間違ってしま った」・「本当は出来ていたのにミスし

てしま った」　と残念がるだけで終わっていま せんか。それでは、ま た次に同じ間違い、同じ

ミスをしてしま いま す。実は点数が伸びないほとんどの子がこの繰り返しをしてしま っている

のです。

　勉強すること に 、絶対に必要なこと は ・・・

1.わからないところをはっきりさせる

2.やる順番に注意して計画をたてる

3.自分のミスの癖を直す

　　この 3つのことがそろえば、成績はアップしていきま す。

　  この 3つのことが一冊のテキストで出来てしま いま す。それが、関塾で使用しているテキス

　　ト、「ト リロジ - 」 なのです。 (* トリロジ -とは 3部作という 意味です）

　　中身は

　　①間違った問題を書き留めていく リスト（通称：忘れ物リスト）

　　②何から勉強していけば良いかがわかるシ - ト（通称：マジックシ - ト）

　　③自分のよく やるミスをはっきりさせ、テストでのミスを防ぐシ - ト（通称：癖直しシ - ト）

　　　の 3部で構成されていま す。

勉強ツ - ル 「ト リロジ - 」

 ■ 関塾は 小さな塾ですが、大きな“成果”をとことん追求し て

　  います

   　　　　　　　　　　　　   も し お子様が  「基礎力、実力は あるが伸び悩んでい  

                                                            る」、「公立高校進学に向けて、内申書対策はも ちろん

                                                             全教科をやり直ししたい」、「志望校合格を目指して厳

                                                             しいとこ ろで本気の勉強をしたい」、という のであれ

                                                             ば関塾はピッタリかも それま せん。

                                                             ご興味ありま したら、この広告を隅々ま で読んでいた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だきたいと思いま す。

                                                             そしてあな たのお子様にとって最良の選択をするため

                                                             にも 、塾選びの際の一つの参考にして頂ければ幸い

                                                             です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  どんなことでも 結構です。ご相談 、ご質問等がござい

                                                             ま したらぜひ、お気軽にお声 をかけてく ださい。

                                                             お待ちしておりま す。

                               　　

各自が自覚を持って勉強に取
り組んでいます！

内申書対策も万全！　お子様のテスト範囲に完全対応

あなたのお子様のテストの範囲に100％対応したテスト対策
特訓。塾オリジナルのテキスト、過去問、学校ワ -ク等の徹
底演習で学校の成績をアップさせ、公立高校に必要な内申
点の向上を行います。また、テスト前の土・日・月は、約10
時間の対策勉強会を行います。ほとんどに塾生が参加する
この勉強会がテストで点数を上げる秘密なのです。

３段階定着システムで記憶の保持から想記へ

関塾の授業スタイルは基本、予習型です。一人ひとり
のペ - スを見ながら、丁寧に指導して行きます。しかし
これだけでは記憶は定着しません。学校でも復習し、
テスト前に塾で再度、学習することにより、忘れない記
憶になるのです。塾に行っていない子とのこの差は大
きです。やはり反復は大事です。一人ひとりしっかり指導

進路指導も万全！　高校受験のプロにおまかせ下さい

高校選びは、その後の人生を大きく左右する大事なもので
す。関塾は中3生に年4回の個別懇談を開き、豊富な資
料をもとに、お子様の適正や、保護者の考えを考慮しなが
ら最適な進路相談を行っています。紙面ではお伝えするス
ペ-スは限られていますが、きっと満足して頂ける内容で
す。ちなみに私立高校合格は100％達成してします。

お子様に活力を与え、やる気を引き出す、コ－チング

成績向上を阻害する要因の一つに「依存心」がありま
す。勉強をただ「教わる」だけでは依存心は深まる一
方です。最終的には、自ら考え、正答に到達し、学力
を向上させる。これこそが本来の目的ではないでしょう
か？関塾では DRTコ-チングの手法を用いて、お子
様のやる気と自主性を引き出します。　意欲を引き出します

成績アップの秘訣をもっと詳しく知りたい方は、ウラ面をご覧ください！

関塾羽曳野北進学教室
 塾頭 中瀬直信

これは単なる募集チラシではありません。あなたが塾を選ぶ参考として読んでみてください。


