
浄水中３  森上大河くん

９位⇒ ５位⇒ ４位６３位⇒ １９位

17 →   8位 【保見中2】

 6 →   2位 【猿投中1】

 9 →   5位 【猿投中3】      

13 →   9位 【猿投中2】

 3 →   2位 【保見中3】

 9 →   8位 【保見中3】      

33 →  19位 【猿投台中3】 

26 →  18位 【保見中3】 

24 →  19位 【保見中2】      

64 →  29位 【猿投中3】

45 →  24位 【猿投中2】 

 14 →   9位 【猿投中3】      

  5 →   3位 【猿投中3】        

 10 →   9位 【保見中3】        

 29 →  13位 【保見中2】      

 27 →  13位 【猿投中2】        

 52 →  23位 【猿投中3】      

 38 →  25位 【猿投中3】      

 31 →  21位 【猿投中3】     

142 →  88位 【浄水中3】      

122 →  74位 【浄水中2】        

 87 →  42位 【浄水中3】   

81 →  66位 【猿投中2】   

86 →  72位 【浄水中3】         

72 →  58位 【浄水中3】     

83 →  73位 【猿投中2】  

 9 →   5位 【猿投中2】   

66 →  53位 【猿投中2】  

 4 →   4位 【保見中2】　  

34 →  24位 【保見中2】　　

19 →  11位 【保見中2】

19 →   5位 【猿投中3】      

 9 →   4位 【保見中2】   

 49 →  29位 【浄水中3】      

 37 →  27位 【猿投中3】      

 56 →  36位 【猿投台中3】      

 50 →  37位 【猿投中2】      

 50 →  39位 【浄水中2】          

178 → 121位 【浄水中1】      

 68 →  46位 【梅坪台中1】       

 92 →  71位 【浄水中1】        

 62 →  44位 【猿投中3】      

 68 →  51位 【猿投中3】        

 83 →  67位 【猿投中3】

 96 →  67位 【浄水中3】          

 91 →  68位 【猿投中2】           

 88 →  68位 【猿投中3】      

 56 →  43位 【猿投中3】         

 71 →  62位 【猿投中3】           

  3 →   2位 【猿投中3】　　

  5 →   4位 【猿投中3】 

 14 →   5位 【猿投中3】

  2 →   1位 【保見中3】  

 26 →  19位 【保見中3】

 63 →  19位 【浄水中3】  

豊田北校　２０２２年度 成績上昇★

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。

中学ごとの対策問題も解かせてくれるの

で、定期本番前にしっかりと準備をして

臨め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。自習教室では、

対策プリントを解けるのが良いです。

猿投中 ２年　　横江希海くん

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

りやすくて、全く塾に行くのが苦じゃな

くなりました。

先生も授業も面白いので、楽しく勉強を

することができます！

浄水中 ３年　　長田美月さん

開拓塾の自習教室はどうか？

：開拓の自習教室では、普段の授業とは違い、学校の先生一人ひとりに合わせた対策をやって

　くれるのが強みです。そんなこと普通の塾やってくれません！しかもそこでやったことが定期

　テスト本番で同じ問題が出る確率が高いです！ほぼみんな毎回自習教室に行きます！

開拓塾の授業や講師はどうか？

：開拓の先生たちは、本当に面白いし、分かりやすいです。ネガティブな発言しないです、す

　ごくやる気にさせてくれます。元々、僕は英語はできますが、テスト頻出の出方を常々教え

　てくれるし、前までよく分からなかった他の教科もぐんぐん出来が上がっていきました！

入塾してから出来るようになったことはある？

：入塾してすぐに全ての教科が伸びていきました！一番苦手意識のあった数学が嫌じゃ

　なくなりました。１桁入るのがやっとだった定期テストの順位は、毎回当たり前のよ

　うに１桁を獲得できるようになり、内申点も４５をとることができました！

開拓塾のいいところはどこだと思う？

：先生はみんな優しくてめちゃくちゃ面白いです。授業中も授業後もとても親身になって

　分からないところを教えてくれます。授業では、ただ知識を詰め込むだけじゃなくて、

　面白い覚え方もあるし、そもそも授業がめちゃ楽しいです！最高です！
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豊田北校　通信

猿投中３　日高永遠くん

入塾してから、学校だけでは分からなか

った数学の問題がみるみる解けるように

なっていきました。開拓の先生は点数が

上がると褒めてくれ、やる気にもつなが

り、開拓に来てから勉強することが苦じ

ゃなくなりました。

猿投中 ３年　　小野寺昊くん

開拓塾の自習教室は、ただ質問に答えて

くれるだけじゃなくて、自作の対策プリ

ントを持ってきてくれて、先生ごとの対

策もしてくれます。

とても楽しい先生ばかりで、一人ひとり

丁寧に教えてくれるので助かっています。

猿投中 ３年　　小澤琉人くん

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。勉強の知識だけ

でなく、テストの臨み方なども！

先生のテンションはみな高く、楽し

く授業も受けられます。

定期テストでは最高順位の５位

をとることができました！

保見中 ２年　原園漣心くん　

開拓の先生方はとても陽気で楽しい

方ばかりなので接しやすく、

開拓は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９０

点以上を連発できて、高順位に結び

ついています。

猿投中 ３年　加藤義久くん

開拓では、愛知県入試の特徴を細か

く教えてくれます。そしてそのため

に必要な力を身につける機会がたく

さんあります。

先生たちはモチベーションを高
めてくれるし、一人ひとりに寄
り添ってくれます！

２位 獲得！

猿投中 １年  加藤奏さん

私は、開拓に入るまで社会がすご
く苦手でした。

開拓では、地形や人物など、

とても面白く覚えやすく教え

てくれます。

今では自信がつき、テストで高得

点がとれるようになりました。

２位 獲得！

豊田北's　students　みんなの声★

豊田北's students!　　Pic Up！連続上昇&今期ベスト１０獲得！　

帰国子女BOYの大河は、帰国後すぐに入塾しメキメキ
力をつけていき、５３点だった社会が最後は９１点！

入塾して１桁が当たり前になった永遠。
猿投中の生徒会長もこなした彼の成長に注目。

僕は、最初英語が苦手でとても嫌でし

た。でも開拓の授業は分かりやすく楽

しく勉強できています。自習教室で楽

しく一人ひとりに教えてくれたので、

英単語コンテストで１００点がとるこ

とができました！

東保見小 ５年  　伊藤諒人くん

開拓で教えてもらっているおかげで、

学校の算数の授業の時に、色んな単元

で、スラスラ解けて、もやもやするこ

とがないのですごくいいです！

英語の授業はとても楽しく、英単語も

ドンドン覚えられてきています！

はじめ体験授業に行ったとき、とても分

かりやすい授業をしてくれたので、開拓

に入ることにしました。普段の授業では、

問題を間違えると、どこでどうやって間

違えているのかを教えてくれるので、楽

しく解き進めることができます。

四郷小 ６年　　今井大凱くん　 保見中 ２年　　水野純怜さん梅坪小 ５年　和田玲華さん

４位 獲得！ ５位 獲得！

猿投中３年  ９月定期　ベスト１０に２名ランクイン！（３位・５位）

保見中３年  11月定期　ベスト１０に２名ランクイン！（１位・８位）

猿投中３年  11月定期　ベスト１０に３名ランクイン！（２位・４位・５位）

保見中２年  ９月定期　ベスト１０に２名ランクイン！（４位・９位）

保見中３年  ９月定期　ベスト１０に２名ランクイン！（２位・８位）


