
※コロナ対策により授業内のマスク着用は

　講師生徒全て行っています。

CLASS
対象：小５～中３

無料体験授業
ＨＰはこちら！

日程の詳細はＨＰにてご確認下さい。

　●お申し込みやお問い合わせは、お電話にて受付けます。　

　　受付時間／平日PM12：00～ PM6：00
　　※土日は受付け致しません。

OPEN

保見中　２年　原園漣心くん　

先生方がとても陽気で楽しいです。

ちゃんと一人ひとり逃さ

ず寄り添ってくれるので

ありがたいです。おかげ

で定期テストではいつも

高得点をとれています。

猿投中３  小野寺昊くん猿投中３  小澤琉人くん

87位⇒ 74位⇒ 38位68位⇒ 31位⇒ 20位⇒ 12位

21位 →�   16位【浄水中3】

31位 →�   20位【猿投中2】

70位 →� 　56位【浄水中3】

23位 →�　 15位【猿投中2】

49位 →�   36位【浄水中3】

36位 →�   18位【浄水中3】

 4位 →�    1位【保見中2】

26位 →�   19位【猿投中2】

74位 →�   58位【浄水中2】

  1位 →� 　　1位【藤岡南中3】　 

 66位� →�　  50位【猿投中1】

 52位� →� 　 38位【猿投中1】

 36位 →�    28位【猿投台中2】

 40位� →�　  19位【浄水中3】

 74位� →� 　 38位【猿投中2】

 41位 →�    26位【猿投台中2】

  5位 →�      1位【保見中2】

 87位 →�    57位【浄水中2】

 68位 →� 　31位【猿投中2】

 36位� →  � 20位【藤岡南中3】

 51位 →�   38位【保見中1】

 81位 →� 　66位【浄水中3】

 68位� →   53位【浄水中3】

 56位 →�   46位【猿投中2】

 39位 →�   30位【猿投台中2】

  6位 →�     1位【藤岡南中3】

 33位 →�   21位【保見中1】

　63位� →�　 36位【保見中1】

 106位� →�　 63位【浄水中2】

  84位� →�　 60位【浄水中2】

  96位� →�   80位【浄水中3】

  87位� →�　 57位【浄水中2】

  56位� →�　 42位【浄水中3】

  31位� →�   21位【保見中1】

  16位 →�   12位【保見中1】

   1位 →�     1位【保見中2】

 16位 →�   12位【浄水中3】

 34位 →�   24位【猿投中2】

  4位 →�     1位【藤岡南中3】

 36位 →�   29位【猿投中2】

 68位 →�   49位【藤岡南中3】

 31位 →�   23位【藤岡南中3】

 19位 →�     9位【保見中3】

 20位 →�   12位【猿投中2】

 26位 →�   20位【猿投台中2】

豊田北校　２０２１年度 成績上昇例豊田北校　２０２１年度 成績上昇例

開拓の授業は楽しいので、入塾

してからドンドン学校のテスト

で点数が上がっていきました。

中学ごとの問題も解か

せてくれるのでありが

たいです。

授業が楽しいし、自習教室やテス

ト対策のおかげで定期テストでい

い結果を残すことができました。

嫌いな勉強も楽しい授業

と面白い先生のおかげで

楽しくできます。

先生全員が明るく面白いし、授業

がとても分かりやすいです。

授業での出来次第で、

すぐ特訓をしてくれた

り、一人ひとりを見て

くれます。

先生一人ひとりがとても面白くて、

毎回の塾がとても楽しみです。

開拓塾では楽しく勉強に

向かうことができ、ドン

ドン頭に入っていきます。

猿投中 　２年  横江希海くん浄水中  ３年　大久保航我くん 浄水中  ３年　岡村純快くん

はじめは塾にいかなければいけ

ないのが嫌だったけど、行って

みるとすごく分かりやすかった。

先生も授業も面白く、

楽しく勉強できます！

浄水中  ３年　長田美月さん

保見中  ２年　水野純怜さん

保見中１　　９位、１２位、１９位、２１位、２３位獲得！【２月定期】  

保見中２　１位獲得！【6月・11月・2月定期】

浄水中３　21位 →16位 →12位 浄水中３ 49位 →36位 →18位 浄水中２ 103位 →84位 →60位

開拓塾の自習教室はどうか？

：ただ自習したり質問に答えてくれるだけではなくて、自作の対策プリントで対策授業も

　してくれます。先生ごとの対策もしてくれるのでやる気が上がります！

　中学ごと、先生ごとの出やすい問題もたくさん教えてくれるし、難しい問題の簡単

　な解き方を教えてくれるのでテストの点数もすごく上がりました！

開拓塾の授業や講師はどうか？

：とても楽しい先生ばかりです。授業も分かりやすく楽しいから、毎週の塾が楽しいです。

　分からないところは、授業後に一人ひとり丁寧に教えてくれるので助かっています！

入塾してから出来るようになったことはある？

：入塾前は学校の数学の授業だけでは分からないことが多かったのですが、一次関数

　や角度の問題がみるみるできるようになりました。

　あとは分からないことが無くなったから、勉強することが苦じゃなくなって、長い時

　間、勉強に集中することができるようになりました。

開拓塾のいいところはどこだと思う？

：定期テストや学力判定テストで点数が上がると褒めてくれ、やる気が上がります。

　授業は楽しく分かりやすく、本当に内容が頭に入ってきます。

猿投中 　３年  篠田悠稀くん

開拓塾では、学校では教えてくれ

ないことを学べます。先生のテン

ションが高く、楽しく授業も受け
られます。

定期テストでは最高順位

の１９位をとれました！

猿投中 　３年  岡田琉斗くん

授業が分かりやすく、今まで難し

かった教科もすらすら解けるよう

になりました。

苦手だった国語は、開拓
のおかげで８０点から
９１点になりました。

梅坪台中　６年（現中１）  板倉悠真

英検対策では、対策授業で英検の過去問を解説してくれて、色んな

文法を学ぶことができました。また、開拓英検テストに向けて単語

の勉強したことが今に生きています。

エキスパート算数では、かなり難しい問題に挑戦することで、色ん

な算数の問題の解き方を学びました。私立中学の問題は、頭を柔ら

かく使わないと解けない問題も多く、とてもためになりました。

藤岡南中３　１位獲得！【6月・9月・1月定期】

豊田北校 通信

驚異的な順位アップを叩き出す琉人。どんな時も笑顔で
授業を受けるナイスガイ！どこまで伸びるのだろうか。

開拓塾に入り目覚ましく進化する昊くん。
一気にジャンプアップしたサッカーボーイ！

浄水中 大活躍！

保見中 大活躍！

１位獲得も！！

中２・３
残席わずか

豊田北校の生徒たちの声　－student`s voice－

★　　　　 を遂げる豊田北校生にインタビューしてみました！★撃進快

Q１：

小澤くん

Q１：

Q２：Q２：

小澤くん

小野寺くん

小野寺くん



●お問い合わせは、お電話にて受け付けます。　

　受付時間／AM12:00～PM6:00　
　※土日は受付致しません。

(税込3,960円) (税込4,400円) (税込11,000円)

■小学生ワンデー通常コース　入塾時の学費と内訳

(税込3,960円)

25%割引(税込16,500円) (税込3,300円) (税込10,978円) (税込11,000円)

■中学生本科コース　入塾時の学費と内訳

(税込19,800円)

豊田西 94.7％(18人合格/19人中）

開拓塾がこの地に根を下ろして１５年。

複合選抜試験である愛知県において、愛知県公立高校の第一志望校合格率９０％を超えるのは至難の業といわれて

います。豊田・みよし地区では、その中で、素晴らしい合格率を残すことができました。

豊田北校の卒業生の声　～温かい声をありがとう～

第一志望合格率 93％（148人合格/159人中）

豊田北 94.1％(16人合格/17人中）

豊田南 92.6％(25人合格/27人中） 豊田東 100％(11人全員合格） 豊田 100％ (9人全員合格）

豊田南高校合格

平千佳さん

猿投中学校卒

開拓塾の授業はとても楽しくて、勉強がしやすかっ

たです。自習教室では、苦手な教科をつきっ

きりで教えてくれたり、自分が点を取れる問

題を選別してくれました。つまずいたときには、

前向きな言葉をかけてくれました。

開拓塾のバイブルは、大事な要点が書かれ

ていて、分からない問題があったとき、バイ

ブルに戻って何度も復習することができます。

入試プレテストでは、他校舎の生徒が居ることで緊

張感を持って受験することができました。

入試直前講座では、先生方の「絶対合格す

るぞ！」という熱い気持ちと気迫を感じ、私も

合格したいという気持ちが更に強くなりました。第一

志望合格でき、開拓塾で頑張って良かったです。

開拓塾の先生はとてもテンション高く授業をしてくれ

るため、楽しく受けることができました。そのため受験

講座も集中して受け続けられました。

また、開拓塾の教材はとても使いやすく、知り

たい箇所をすぐに見つけることができます。

普段から学校の教材よりも開拓塾のを使って

いました。

中でもバイブルは、暗記方法が明確に示唆さ

れているため、勉強に取り組みやすくなって

います。

例えば数学だと、分野別に解き方やポイントが整理

されていて実践的でした。体系的歴史年表は、歴史

的出来事を色んな角度で覚えることができました。

私は開拓に入ってから最初の定期テストで

は初のトップ１０に入ることができました。

私が学力を伸ばすことが出来た理由は２つ

あります。１つ目は自習教室です。分からな

いところを先生が１人ひとり教えてくれます。

２つ目は開拓塾のテキストです。予習、復習、

確認までできるつくりになっています。

さらに、入試に関しては、直前におこなうプレテ

ストが合格につながりました。リアルに自分

の現在地が分かり、勉強の指針になります。

点数が下がったときも先生が声をかけてくれて、精

神的にも支えてもらいました。開拓塾で教えてもらっ

た勉強方法や精神力で高校でも頑張りたいです。

豊田西高校合格

清水李一郎くん

浄水中学校卒

僕は開拓塾の定期テスト対策や、自習教室

のおかげで、定期テストや内申点がぐんぐん

上がりました。

夏から始まる受験講座では、学校でやらな

いことを教えてくれたり、毎講座で行うテスト

に向かって集中的に勉強に取り組むことが

でき、学力がどんどんついていきました。

入試直前では、家庭学習のための指示書や、

あと何点とれば受かるというのを明確に教え

てくれたおかげで、迷うことなく勉強できました。

入試当日には、入試予想講座やバイブルで

やったことが入試に出て驚きました。今まで開

拓塾を信じてきてよかったと心から思いました。

豊田西高校合格

藤本夢さん

藤岡南中学校卒

開拓塾の先生は熱心におもしろく教えてくれたので、

毎回楽しく学ぶことが出来ました。

受験講座では、数学の応用問題の解き方の

パターンや、英語の入試に出る単語・熟語を

教えてくれて、実際に入試でたくさん出ました。

入試本番は、前日に行った入試予想講座の

プリントや、バイブルのおかげで安心して解く

事ができました。

開拓塾は、常に何を勉強すれば良いかを常

にはっきりさせてくれたので、他の問題集には手

をつけず、迷わず勉強出来ました。

開拓塾のおかげで、無事第一志望校に合格するこ

とが出来たので、先生方には、感謝しています。

①会話表現の質問とその受け答えの徹底指導

②英文法は中学１年生履修内容のほぼ全ての指導

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

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

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

エキスパート算数

英検対策

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。

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。

毎月プラス講座(無料)

毎月プラス講座(無料)

週1回の通常コース

オールプロ講師による本質理解を促す最高品質授業その１

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。

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。

教材リンク映像＆板書授業その２

集中的理解暗記をし、得点力を養成します。

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。

その１

その２

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。

その３

その４

無料

定期テスト週間 個別でサポート

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。

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

毎回配布(無料)

その１

その２

その３

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。

中学校別定期テスト過去問題集

「学力判定テスト｣から同一問題が何問も

 出題される！

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。

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。

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１

その２

無料

一人ひとりを徹底的にフォローします。

定期テスト週間 個別でサポート

試験範囲が特殊な中学を対象に授業を行います。

高得点を狙う生徒たちのみを対象に授業を行います。

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。

その１

その２

その３

　最高品質の通常授業●１

　スーパートレーニング●２ 　自習教室開放●４

　学力判定テスト●３ 　オンライン授業●５

ワンデー通常コース

英検４級取得レベルを目指します。小学生英語
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。

「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」

算数に強いではなく､数学に強い生徒の育成。
小学生算数

「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。

週1回の通常コース

中学生 本科コース

豊田北高校合格

木下愛さん

保見中学校卒 藤岡南中学校卒

豊田北高校合格

榎本千紗さん

基本学費　月額 月額授業料

２０２１年度

豊田・みよし地区 

※文中のバイブルとは、開拓塾オリジナルの愛知県入試専用の受験対策テキストです。


