三本木校通信
PICK UP生徒

〜三本木校の生徒たちにインタビュー〜

本郷中2 渡邉 優衣さん

本郷中2 河合 銀雅くん

定期テストで44位から学年末テストでは

入塾直後の定期テストで最高順位獲得！

6位を獲得！内申点もこの１年間で７つUP!

なんと順位が一気に54位UP!積極的に授業

いつも頑張り続ける本郷中のスーパーガール！

に向かう、本郷中のスーパーボーイ！

Q1:「開拓塾の授業は？」

Q1:「入塾して変わったことは？」

優衣さん：「先生の授業がとても分かりやすくて楽しいです。質問がしやすいのもいいです。」

銀雅くん：「勉強の時間が増えました。塾に入るまで勉強の仕方が分からなかったけど、
塾に入ってから、
効率的な勉強の仕方が分かりました。」

Q2:「順位が上がった理由は？」

Q2:「定期テスト前の勉強法は？」

優衣さん：「定期テスト前に自習教室が多くて、勉強がたくさんできました。すぐに

銀雅くん：「開拓のテキストを何度も見直しました。塾でやったのと同じような問題が

質問ができたり、必要なところは補習もしてくれるので助かります。」

定期テストで出たので、できました。」

Q3:「テスト前の勉強方法は？」

Q3:「定期テスト前の学力判定テストは？」

優衣さん：「定期前の学力判定テストや塾のテキストを何度もやり直しをします。

銀雅くん：「学力判定テストをやり直したら、できない問題ができるようになりました。

定期テストで同じ問題も出題されるので、うれしいです。」

すぐに最高順位がとれ、驚きました。」

2021年度 成績アップ 開拓塾生大躍進

〜三本木校のみんな、よく頑張ったね！〜

本郷中・高師台中・南部中の生徒を対象として、各中学校の定期テストの傾向を研究し尽くし、
１人ひとりの成績向上のために、子供たちを全力でサポートしていきます。ぜひ開拓塾にお任せ下さい。
34位→28位→14位と連続で成績アップ！

南部中で1位獲得！！

「僕は家で勉強することが苦手で、
開拓塾に入りました。塾で

「理科では３年生になってから３回も１００点を取れまし

分かりやすい授業を受けて家での勉強も前向きに取り組める
高師台中

南部中

内申点もトータルで５つも上がりました。」
中島天聖くん なり、

本郷中３年

た。学年順位も３０位台だったのが、１年間１０位以内を

ようになりました。
テストでは１０位台を取れるように

木村友里笑さん ました。」
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キープできたことがすごくうれしかったし、自信になり

6月定期テスト
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連続成績
アップ！！

44位→20位→
(本郷中2年)

88位→37位→

1位【南部中3】
26位→ 8位【本郷中2】
16位→ 7位【本郷中3】
31位→10位【本郷中2】
28位→14位【高師台中3】
88位→37位【本郷中2】
8位→

※土日は受付け致しません。
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35位→26位→
(高師台中2年)

位

81位→66位→

4位【本郷中3】
26位→ 9位【本郷中3】
23位→ 9位【本郷中2】
72位→18位【本郷中1】
85位→67位【高師台中3】
124位→78位【高師台中2】
6位→

●お問い合わせは、お電話にて受付けます。

受付時間／12:00〜 18:00
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34位→28位→
(本郷1年)

85位→71位→

9位【本郷中3】
20位→ 9位【本郷中1】
18位→12位【本郷中3】
67位→38位【高師台中3】
33位→22位【南部中2】
91位→67位【高師台中3】
28位→
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内申 内申7UP 内申6UP 内申6UP
UP 内申34→内申41 内申37→内申43 内申32→内申38

位

3位【南部中3】
18位→ 6位【本郷中1】
15位→10位【本郷中3】
20位→13位【本郷中3】
81位→66位【高師台中2】
104位→69位【南部中3】
34位→

【本郷中1】

【本郷中1】

8位【高豊中3】
7位→ 4位【本郷中2】
17位→10位【本郷中3】
117位→86位【本郷中2】
73位→58位【高師台中3】
72位→57位【高師台中2】
21位→

【本郷中3】

5位【本郷中3】
7位→ 3位【本郷中3】
34位→11位【本郷中2】
53位→23位【本郷中2】
34位→28位【高師台中3】
68位→43位【南部中2】
5位→

2022年

三本木校 第一志望合格実績

時習館高校 100% 豊橋東高校 100% 豊丘高校 100%
３名中３名 全員合格

４名中４名 全員合格

三本木校 卒業生の声

〜第一志望合格

３名中３名 全員合格

本当におめでとう〜

時習館高校合格

時習館高校合格

豊橋東高校合格

豊丘高校合格

豊橋南高校合格

小川梨花さん

木村友里笑さん

中島天聖くん

鈴木友菜さん

中野結蘭さん

本郷中学校卒
開拓塾のバイブルは単元ごとにま
とめてあって勉強しやすかったし、
ユニークな覚え方がたくさんのっ
ていて正確に問題を解くことがで
きました。
完全定着テストは範囲が細かく示され
るので、一つ一つの単元への理解を深
められました。

入試プレテストでは、本番に向け
て良い緊張感をもてたし、第５回
まであったので目標点数をだんだ
ん上げていってモチベーションを
高めることができました。

南部中学校卒

高師台中学校卒

本郷中学校卒

本郷中学校卒

バイブルには地理の問題でよく出
る国の人口や輸出入のデータがま
とめられていて、効率的に勉強で
きたので、社会の苦手意識はほと
んどなく入試に挑めました。

バイブルなどの教材はとても分か
りやすく、家での勉強も前向きに
取り組めるようになりました。

受験講座では、楽しく授業を受けること
ができました。教材では、歴史の年表を
ぼろぼろになるまで沢山使いました。

塾に入る前は６０位だったのが、
入塾後、どんどん上がっていき
１７位になることが出来ました。

そして入試プレテストや入試直前
予想講座など、入試の対策もたく
さんやってくれて、入試への自信
や知識がつき、本番では心をおだ
やかにして臨むことが出来ました。

社会は歴史の時代年表で勉強する
ようになってから、２月のプレテ
ストでは毎回全教科の中で一番く
らいの高得点が取れました。

私の成績が全然伸びなくなってすごく
悩んでいた時、

英語のバイブルでは英語の熟語が
まとめられていたのも勉強しやす
かったです。

さらにかなり早い段階で入試の模擬テ
ストも実施してくれて、入試を早期に
意識して勉強をすることができました。

入試を想定した入試プレテストでは、
１回目は少し緊張したけど、５回の内

すべての先生方が、志望校に合格できる
か不安になったときにはげましの言葉を
くれて、最後まで頑張ろうと思えました。

内申点も３年生の最後には一番悪
かった時より９つも上がり、無事
志望校に合格できてよかったです。

第一志望の豊橋東高校に合格できたの
は開拓塾のおかげに他なりません。開
拓ありがとう！！

に慣れて、本番にあまり緊張せず全力
で挑めたことにつながったと思います。

塾の先生が全力で心の支えになっ
てくれ、はげましてくれてすごく
嬉しかったし、自分を信じ、また
頑張ろうと思うことができました。
この３年間で内申も５つ上げるこ
とが出来ました。
先生の言葉のおかげで頑張ることがで
きました。ありがとうございました。

※【ﾊﾞｲﾌﾞﾙ】 愛知県公立高校入試を完全攻略するために全て開拓塾が独自開発した教材。高校入試の基本パターンから応用発展問題までの最重要暗記事項や解法を見やすく、分かりやすく、覚えやすく収録したもの。

日程・時間は開拓塾HPをご覧下さい。

OPEN CLASS開催!

対象：小５〜中３
●お申し込み/TELまたはHPにてお申し込み下さい。

〜無料体験授業〜

●申込期限/各学年体験授業実施日前日まで(受付時間

平日12:00〜18：00)

週1回の通常コース

中学生 本科コース

ワンデー通常コース

１ 最高品質の通常授業
●

その２

その１ オールプロ講師による本質理解を促す最高品質授業

教材リンク映像＆板書授業

手元の教材を全てホワイトボードに映し出す、開拓塾独自開発の映像授業。

開拓塾では厳しい研修指導をクリアした者だけが教壇に立ちます。

図や表が見やすくなるのはもちろん、板書時間が大幅に減り、講師が本当

「小学生教育は自由があるからこそ、
最高の教育を作りたい」

子どもたちが身を乗り出す授業、あっという間に終わると感じる授業、 に大切な箇所の解説を直接書き込むことで理解度が増します。型には
できて嬉しいと思う授業、なるほどと強く感じる授業を提供することが

まった授業ではなく、子どもたちの出来に応じて解説の方法を変化させる

我々の使命です。

生きた授業を提供します。

２ スーパートレーニング
●

４ 自習教室開放
●

集中的理解暗記をし、得点力を養成します。

小学生英語

無料

定期テスト週間 個別でサポート

英検４級取得レベルを目指します。
リスニング・スピーキング・リーディング・ライティング４つの力を育成します。

①会話表現の質問とその受け答えの徹底指導

その１

基礎学力定着の徹底により、成績効果をＵＰ。

その１

定期テスト前に、自習教室を積極開放します。専任プロ講師が個別指導
を行い、一人ひとりの質問に最大限対応します。

②英文法は中学１年生履修内容のほぼ全ての指導

その２

一定時間を使って集中的に単元の重要ポイントを理解・暗記し、
直後にテストを実施。

その２

苦手やつまずいている教科を一人ひとり丁寧にできるまでフォローします。
高得点を目指す生徒は難問を解かせて、個々に指導します。

④英文・英単語の発音を何度も楽しく行い、スピーキング・リスニングも指導

その３

できなかった箇所をもう一度、頭に叩き込む時間を確保。

その３ 中学校別定期テスト過去問題集

その４

「わかる」で終わらせず「できる」を目指す学習トレーニング。

５ オンライン授業
●

「学力判定テスト｣から同一問題が何問も

無料

定期テスト週間 個別でサポート

出題される！

一人ひとりを徹底的にフォローします。

その１

学校の定期テストとほぼ同じ試験範囲で行うプレテスト。

その１

試験範囲が特殊な中学を対象に授業を行います。

その２

学力判定テストの結果によって、生徒は自身の苦手な問題や
単元、分野を明確に把握することができます。

その２

高得点を狙う生徒たちのみを対象に授業を行います。

その３

詳細にわたる解説で得点効果絶大。
暗記すべき事項、理解すべき内容の両方を追求した解説。

その３

少しつまずいている生徒たちのみを対象にフォローします。

今が
ス！
チャン

入塾金10,000円割引キャンペーン

■中学生本科コース 入塾時の学費と内訳

(税込16,500円) (税込3,300円)

基本学費 月額
●お問い合わせは、お電話にて受付けます。

受付時間／12:00〜 18:00
※土日は受付け致しません。

毎月プラス講座(無料)

毎回配布(無料)

完全中学校別定期テスト対策で、徹底サポート！完全中学校別定期テスト
過去問題集を毎回配布し、一人ひとりに個別で指導します。

３ 学力判定テスト
●

③重要単語、特に日常でよく使う単語を書けるように指導

英検対策

過去問を使って、
実用的な英語文法、会話表現を指導します。
カイタクの英語指導は、
小学校英語を超越します。
中学英語、
そして英検４級レベルの英語力を育成します。

小学生算数

算数に強いではなく､数学に強い生徒の育成。
「割合」の本質的概念の定着を楽しく分かりやすく、何度も指導し育成します。

①三角形、四角形などの角度を求める力を育成
②面積・体積を求める力を育成
③方程式に通じる文章問題を解く力の育成
④算数が得意な子は特別授業を通じ難関私立中学の問題を月１回徹底指導し、
高度な算数力、つまり数学に強い生徒を育成

このチラシが入ってから１ヵ月以内にご入塾申込で、

エキスパート算数

毎月プラス講座(無料)

難関私立中学の問題を月１回徹底指導し、
難関私立中学の問題を月１回徹底指導し、
高度な算数力、
つまり数学に強い生徒を育成します。
高度な算数力、
つまり数学に強い生徒を育成します。

１０,０００円割引！

■小学生ワンデー通常コース 入塾時の学費と内訳

(税込10,978円) (税込11,000円)

(税込19,800円)

(税込3,960円) (税込4,400円) (税込11,000円)

月額授業料

25%割引

(税込3,960円)

