開拓塾 南安城校通信
カイタクに入って成績アップ！ 安城南中生インタビュー！

塾生interview

５教科合計４４５点！

入塾後３連続上昇！７２位ＵＰ

Ｑ１：開拓の授業のいいところは？

Ｑ１：成績が上がった一番の要因は？
新井くん： 授業が分かりやすく、授業内で覚える時間を取っ
てくれるので、集中してその場で覚えきることが
できます。テスト前の自習教室で、分からないと
ころを出来るまで教えてくれて、前日まで得点
ＵＰが期待できます。

深津くん： 定期テスト前の対策授業でやった問題が定期テスト
にたくさん出題されたので、９０点以上を複数の教
科で取ることができました。先生が授業で「これが
出る！」と言った問題はほんとによく出てきます。

Ｑ２：分からない問題はどうしてる？

Ｑ２：開拓の先生はどんな人？

深津くん： 授業が終わってすぐに先生に聞いたり、テスト前に
安城南中３年
自習教室があるので、そこで必ず質問するようにし
ています。気軽に質問できるし、先生から話しかけ
深津 伊歩希くん
てくれて分からないところを聞いてきてくれるので
助かってます。

南安城校

新井 洸希くん

ＫＡＩＴＡＫＵ

◆安城南中３年 倉内啓冴くん◆

◆安城南中３年

Student's Voice

本多昴くん◆

◆安城西部小６年 永井海大くん◆

先生が面白く教えてくれるので、記憶に

毎回先生の授業が分かりやすくて面白いの

復習ができて、テストでもいい点を取れ

になると土日も自習教室を開い
てくれて、先生が付きっきりで
教えてくれるので、直前でも点
数が伸びました。

ています。

先生は接しやすく優しいので、
分からないところが聞きやす
いです。特に自習教室は集中
できるので役立っています。

◆ 安城西部小６年(現中１) 黒野結乃音さん◆
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2021年度 途中入塾者の成績ＵＰ率

OPEN CLASS
日程・時間帯は開拓塾ＨＰをご覧ください。
●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。

授業は難しい問題もアタックす
るけど、分かりやすく優しく教
えてくれるので、次は正解して
やるぞとやる気になります！
分からない問題があっても、出来るよう
になるまでしっかり教えてくれます。

安城南中のお子さんのための授業をお届けします！

(安城南中３年)

位

◆安城西部小６年 石川颯真くん◆

安城南中の定期テストを研究し尽くした教師による

2021年度 南安城校成績ＵＰ情報
(安城南中２年)

千上大翔くん◆

塾で習ったおかげで、学校の授
業がよく分かります。
塾で楽しく丁寧に教えてくれる
ので、英語も算数も分かること
が増えてきて、中学校の勉強が
楽しみです。

英検の対策もしてくれて、何度も書いて
発声することで、たくさん単語も覚えら
れました。

んレベルアップしていきたいです。

算数のチャレンジ問題が難しい
けど、正解したら褒められて嬉
しいのでいつも気合を入れて解
いてます！学校のテストでも高
得点が取れています！

ってきて自信がついてきました。

エキスパート算数選抜テストの
前に、分からない問題を何度も
教えてもらったので、中学校に
むけて力をつけることができま
した。

質問して教えてもらっています。どんど

い問題もどんどんできるようになります。

数の難しい問題がだんだん出来るようにな

◆ 桜 町 小 ６ 年 ( 現 中 １)

佐原怜祐くん◆

先生が優しく教えてくれるので、分からな

分からないところは気軽に質問できて、算

◆ 安城西部小６年(現中１) 中野愛唯さん◆

割合の文章問題や難しい計算問
題をたくさん解くので、入って
から算数の力がすごくつきまし
た。授業前に分からないところをいつも

◆桜町小６年

先生が覚えやすく工夫して教え
てくれるので、英語も算数も楽
しく覚えられ、学校の授業がも
っと分かるようになりました。

残りやすいです。テスト前の対策授業で

で、塾に通うのが楽しいです。テスト前

新井くん： 明るくておもしろい先生ばかりです。暗記すると
ころを楽しく覚えさせようとしてくれたり、テス
トがいまいちだと励まして教えてくれたり、一緒
に喜んでくれたり、とても頼もしいです。

安城南中３年
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（13人中12人が成績ＵＰ！）

※保護者参観が可能となってます。 是非、保護者の方もご参加下さい。
●持ち物/筆記用具・スリッパ

位

(安城南中２年)

〜無料体験授業〜
●お申し込み/TELまたはHPにてお申し込み下さい。
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南安城校 卒業生の声

共に過ごしたカイタク生
みんな、合格おめでとう

僕は中学2年生まで、社会、英語がとても苦手でした。しかし、３年生
になり、バイブルという各教科の１〜３年生までの内容がまとめられ
ている最強のテキストを貰い、その内容はとてもわかりやすく、覚え
方も書いてあり、すらすらと覚えることができました。

西尾高校合格

安城東高校合格 入試プレテストでは、中学校で習った単元の問題がほと
んど出ており、間違えた問題から自分が何を勉強すべき
なのかが分かるし、本番のように何回もやるので、入試
本番では緊張せず落ち着いて挑めました。

社会は年表を、英語はリスニングを毎日やり、そのおか
げで、入試本番では、社会の点数が５点ほど上がり、リ
スニングは、Ａ・Ｂ両方満点を取ることができ、西尾高校

村上比翼くん

安城南中学校卒
安城高校合格

開拓塾のバイブル、講座や授業のおかげで内申点を上げることができ、
勉強に困ったときはアドバイスしてもらい、一生懸命勉強することが
できました。安城東高校に合格することができ本当に嬉しいです。

内藤颯也くん

に合格することができました。本当にカイタクに入ってよかったと思
っています。

安城南中学校卒

開拓塾のバイブルは、特に重要な所に色が使われており、
覚えるところが分かりやすくまとめられていてたので、
とても勉強がしやすかったです。

安城高校合格

開拓塾の先生と出会い、授業で分かりやすく楽しく教え
てくれて、勉強を楽しむということを初めて感じること
ができました。受験が近づくにつれて、不安も大きくな
りましたが、先生たちが何度も励ましてくれて、学力面
でも心の面でもとても心強い存在でした。

入試のことだけでなく、定期テスト週間には自習教室をたくさん開い
てくれて、自分の苦手なところをマンツーマンで面倒見てくれました。
苦手な教科でも高得点をとることができました。

入試プレテストで自分の実力を把握し、何を勉強すれば
いいのかが明確になるので、何も迷うことなく勉強を進めること

内山漣くん

安祥中学校卒

安城南中学校卒

ができました。第一志望の高校に合格でき、本当に良かったです。
僕が開拓に入って最初の定期テストで一気に成績があがりました。中
３になっていざ受験となったときに、講座で毎回行われる完全

安城高校合格

開拓塾に入ったことで、それまでの自分とは別人のように頑張ること
ができました。僕に勉強を楽しむ心、頑張る力を与えてくれた開拓塾
にはとても感謝しています。

中野優飛くん

普段の授業や講座のテストで、基礎をしっかりと固めることができ、
受験勉強をスムーズに始めることができました。オンラインで数学の
応用問題をたくさん解くことで、難問に対しての実力がついていきま
した。

安城東高校合格

定着テストのおかげで、何を勉強したらいいのか明確に、
力を付けていくことができました。
入試から作られたバイブルがなにより為になって、入試
に必要な知識がまとめられていて、最小限の時間で最大
限の勉強をすることができました。
橋本拓磨くん

安城南中学校卒

本番ではどのように解き進めていくのが一番良いのか、
知識以外のこともアドバイスしてくれ、本番では練習で
やったことを落ち着いて発揮することができました。

入試が近づいて不安もありましたが、２月に、「ここからのびると信
じてやれ」と言われ、前日までやる気をキープして勉強でき、安城高
校に合格することができました。

橋本蒼太朗くん

いつも励ましてくれる開拓の先生と仲間が心強く、入試を乗り越える
ことができました。開拓に通えてとても感謝しています。

安城南中学校卒

週1回の通常コース

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

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。
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、
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
我々の使命です。

２ スーパートレーニング
●

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。
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
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
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
生きた授業を提供します。

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。
その２

その３
その４

基礎学力定着の徹底により、成績効果をＵＰ。
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。

無料

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

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

中学校別定期テスト過去問題集

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
出題される！

英検対策

①会話表現の質問とその受け答えの徹底指導

毎月プラス講座(無料)

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。

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

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
●

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。

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。

できなかった箇所をもう一度、頭に叩き込む時間を確保。
「わかる」で終わらせず「できる」を目指す学習トレーニング。

小学生英語

定期テスト週間 個別でサポート
その１

その１

「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」

教材リンク映像＆板書授業

小学生算数

無料

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。

定期テスト週間 個別でサポート

エキスパート算数

①三角形、四角形などの角度を求める力を育成

一人ひとりを徹底的にフォローします。

②面積・体積を求める力を育成

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、

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。

③方程式に通じる文章問題を解く力の育成

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

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。

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、

単元、分野を明確に把握することができます。

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。

高度な算数力、つまり数学に強い生徒を育成

高度な算数力、
つまり数学に強い生徒を育成します。

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。

■ 小学生ワンデー通常コース 入塾時の学費と内訳
学年

小5・6

月額授業料

半期教材費

入塾金

3,600円

4,000円

10,000円

入塾試験

なし

(税込3,960円) (税込4,400円) (税込11,000円)

・ ・ ・

地域最安値 で通塾できます。
小学生基本学費
月額授業料

3,600 円 (税込3,960円)

●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。

■中学生本科コース 入塾時の学費と内訳
学年

月額授業料

月間管理費

半期教材費

入塾金

中1,2,3
15,000円
3,000円
9,980円
10,000円
（週6時限） (税込16,500円) (税込3,300円) (税込10,978円) (税込11,000円)

・ ・ ・

地域最安値 で通塾できます。
中学生基本学費
月額授業料

18,000 円 (税込19,800円)

兄弟姉妹
同時通塾制度
下のお子様の
月額授業料

25％割引

