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受付時間／平日・土曜・祝日15：00～21：00　日曜日休講

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-64-5
　　　　　　　　  サン・ホワイトビル3Ｆ穎才学院

えいさいがくいんえいさいがくいん

大学受験・高校受験は
0120-509-440

フリーダイヤル お気軽にお電話ください。

TEL 03-5944-3100（代）
FAX 03-5944-3103
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★都営三田線「板橋区役所前」駅
　A2出口より、徒歩2分
★東武東上線「大山」駅より
　徒歩9分

http://www.eisaigakuin.com 穎才学院 検索

0120-509-440
フリーダイヤル お気軽にお電話ください。

穎才学院
現役東大生・東大院生が教える

板橋区の個人指導塾、穎才学院から学院内の出来事やお役立ち情報を発信！

Yahoo・Google検索“板橋の塾”で最上位です。
ニュース、受験情報、古文の現代語訳など ウェブ検索板橋の塾

好評更新中！

学力別
少人数授業

完全個別
指導

＋

夏期講習受付開始！！夏期講習受付開始！！夏期講習受付開始！！
今の成績だけで志望校を決めない！将来の自分の伸びしろは

たっぷりあります。そこを考慮して志望校を決めましょう。

なぜなら、人は目標に従って成長していくものです。もし今、

夢を諦めたら、成長はそこで終わってしまいます。それは

あるはずの未来を棄ててしまう、つまりとてももったいな

いこと。

だからこの夏でゆずれない未来への足がかりを作っていこう！

対象学年：高校生・中学生・小学校4年生から6年生・高卒生対象学年：高校生・中学生・小学校4年生から6年生・高卒生対象学年：高校生・中学生・小学校4年生から6年生・高卒生

東大生１年目から塾講師、
今年で13年目になりました。

＊2003年～2008年　都立高校特任講師
　・「東大対策授業」を担当する様子が校長により説明会などで紹介されました。
　・2008年東京大学現役合格者輩出。
　・「国立大学対策講座」から東京学芸大学・北海道大学・筑波大学など現役合格者輩出。
　・「早大対策講座」「慶大対策講座」受講者から毎年10名程度が早大・慶大に合格。
＊2005年～現在　私立高校スーパー特進（東大）コース国語担当
　・穎才学院出身者が、東京大学理科二類に現役合格。
＊2007年～現在　大手予備校兼任講師
　ハイレベル受験現代文、高3古文・高2ハイレベル古文・高1古文・高3受験漢文などの講座を担当
　・次世代型映像授業で「大学受験古文講座」「大学受験漢文講座」「センター国語講座」など担当
　 【定期テスト対策講座】を担当。
　・高校の教科書で扱われる古文を全て解説・テストを作成して収録。

＊洛南高校出身。99年東京大学文科三類現役合格。
＊東京大学大学院（教育学研究科）筆記試験1位で合格。 大学院時代は、教育学・保育学・哲学を研究。
＊2004年から穎才学院 教務主任　＊2008年教育学修士号の学位を取得。

教務総責任者　　森本  新芽

☎ 時間割などはお電話でご相談ください。
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受験は穎才学院で決まり！！中学
受験
中学
受験

高校
受験
高校
受験

大学
受験
大学
受験

長文解釈・英文法・英作文・リスニング対策指導英　語
現代文・古文・漢文・記述対策指導国　語
ⅠA・ⅡBセンター対策からⅢC対策まで数　学

医学部対策、推薦対策など小論文
英語・国語・数学・理科・社会高校受験
国語・算数・理科・社会（難関中学対策）中学受験

超基礎からⅡ分野まで指導理　科
論述対策指導も対応社　会 世界史 日本史 地 理 現代社会 倫 理 政 経

化学 物理 生物 地学

（センター試験 「倫理、政治・経済」 対応）

こんなに良い予備校が
　　　　　“板橋”にもあった！！

淑徳中学校　古澤 眞意子さん

平成24年度 合格実績！！　高3生11名のうち6名 国公立大学・医学部医学科現役合格!

東京工業大学 第4類
城北高校　木村 匠君

合格
現 役

東京理科大学 　　　　　  工学部
東京工業大学 第4類
早稲田高校　藤田 禄君

合格
現 役

大阪大学  工学部
開成高校　藤井 裕基君

合格
現 役

東京医科大学 医学部 医学科
城北高校　川又 吾朗君

合格
現 役

合格
現 役慶應義塾大学 理工学部

早稲田大学　 創造理工学部

筑波大学付属高校　上野 佑馬君

合格
現 役首都大学東京　都市教養学部

法政大学   社会学部・法学部
立教大学   法学部・社会学部
青山学院大学 総合文化政策学部

大宮開成高校　小田原 哲君

合格
現 役東京海洋大学 海洋工学部

東京理科大学 　　理工学部
法政大学　 　　 生命科学部

淑徳高校　原武 秀美さん

合格
現 役

奥羽大学  歯学部
淑徳高校　國分 理加さん

夏期講習日程 ： 7／25（水）～8／31（金）

都立戸山高校
明 治 学 院 高 校合格

淑徳中学校　清水 大輔君

都立青山高校
本　郷　高　校合格

誠之小学校　三輪 龍介君

獨協中学校
城北埼玉中学校

西武学園文理中学校
城西川越中学校合格

朝日新聞奨学生　山本 緑さん

国士舘大学 文学部合格
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受付時間／平日・土曜・祝日15：00～21：00　日曜日休講
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完 全 個 別 指 導
無料体験学習受付中！

日時・教科はご自由に選べます。
お問い合わせ・お申し込みは

個別指導につき、お申し込みはお早めに。

フリーダイヤルで

E I S A I G A K U I N

　目もくらむような夏空、今年もまた暑い季節
がやってきました。穎才学院には夏服の小学生、
中学生、高校生たちが毎日元気に通っていま
す。日々の宿題や小テスト、定期テストのため
の勉強など、その時々の学習目標に合わせて、
熱心に自習室を利用する生徒も増えてきまし
た。授業の行われる教室でも、先生と生徒が1
対1で向き合いながら、ひとつひとつ丁寧に学
ぶ姿が見られます。彼らが、将来にわたって幸
せな人間関係を築き社会に貢献する成熟した
大人になると信じてやみません。

　現代思想家・武道家の内田樹氏は、「無人島
ルール」の大切さを説きます。無人島に流され、
そこで生活を営むことになったとき、私たちは
互いに助け合わなければなりません。おいしい

魚介類をとり、食べられる植物を採取して、スー
プをみんなで作り、それをみんなで分け合いま
す。周りを出し抜いて自分だけがたくさんのスー
プを食べることは、無人島では許されません。

　内田氏も言うように、このような「無人島ルー
ル」に従っていると、「株式市場」で利益をあげ
ることはできません。「無人島ルール」は「競争
論理」に反するからです。しかし、この「競争
論理」とやらは、無人島とは違って食べ物に困
らない、１人でもお金があればいきていける（＝
いつでもお店に必要なものが売っている）よう
な安定した社会でのみ通用するルールです。成
熟した大人は、子どもたちを「温室」のような安
定した環境でしか生きられない人間にしてはい
けません。本来、子どもたちは助け合って生き

る生き物です。成熟した大人たちも助け合って
生きる生き物です（…と内田老師もおっしゃって
います）。

　私たちは、「勉強しなければ大人になってから
食べていけない」などという脅迫めいた物言い
を子どもたちに向けてはなりません。子どもは、
まず「助けを求める訓練」から始めるべきです。
自分は何ができないのか、自分は何を知らない
のかを明らかにすることが大切です。そして自
分の困難な状況を他者に差し出して、助けを求
めるのです。「わからないことをわからないと
言っていいんだ」と子どもが思えること。それが
成長の第一歩だと穎才学院は信じています。

穎才学院 教務2012年6月吉日

夏期講習会 夏期総仕上げ合宿夏期講習会 夏期総仕上げ合宿夏期講習会 夏期総仕上げ合宿
3泊4日 8／233泊4日 8／23（木）（木）～26～26（日）（日）3泊4日 8／23（木）～26（日）

見学会は随時、ご相談・お問い合わせお待ちしてます。

難関中学受験講座難関中学受験講座難関中学受験講座難関中学受験講座難関中学受験講座難関中学受験講座

楽しかった夏期合宿 2011楽しかった夏期合宿 2011楽しかった夏期合宿 2011

勉勉強強ししたたりり勉強したり遊遊んんだだりり遊んだり

4年間の「学習記録」には
先生の　　 がびっしり。熱意

偏差値 52偏差値 52

約20UP！
8月受験「Vもぎ」8月受験「Vもぎ」

3科目（英数国）3科目（英数国）

12月受験「Vもぎ」12月受験「Vもぎ」
偏差値 35偏差値 35

中学3年生夏から高校受験中学3年生夏から高校受験
４ヶ月で偏差値 約20UP！４ヶ月で偏差値 約20UP！

高校3年生 達成期高校3年生 達成期
高校でたった1人の推薦枠を獲得！
難関大学受験に現役合格！
高校でたった1人の推薦枠を獲得！
難関大学受験に現役合格！

高校1年生から高校2年生 成長期高校1年生から高校2年生 成長期
高校入学時は下位だった成績が、
学年1番にUP！！
高校入学時は下位だった成績が、
学年1番にUP！！

助動詞は、授業でくり返して定着してきました。文章読解
が苦手なよう。あと構文の書き換えも。不規則変化など苦
手な分野は宿題で何度もくり返して欲しいです。

講師：山田先生
筑波大学付属駒場高校卒　東京大学 教育学部

主客二元論について基礎から丁寧に勉強しました。難し
い概念を系列立てて自分のものにしつつあるように思い
ます。

講師：現代文 網谷先生　東京大学大学院

語彙が少なく長文を読むのがつらいかんじ…。単語の暗
記をアドバイスして、宿題でも単語と熟語の整理を指示
しておきました。来週は小テストです。

講師：英語 岡村先生

夏休みの特訓の成果が出ています。小論文の形式は、ほ
ぼマスターできました。あとは内容面の強化です。難しい
概念の理解が続くのでふんばりどころですが、きっと頑
張れると思います。

講師：小論文 森本先生　
東京大学大学院修士課程修了　教務主任

場合分け、文章題など比較的難しい問題を解かせました。
何とかついてくることができました。今日で2次関数は終
わり！！次回は2次不等式の復習に入ります。

講師：数学 泉田先生　穎才学院卒業生

集中してよくできました。英語長文にも慣れてきていま
す。15時から21時までずっと勉強していたようで、とて
も熱心です。

講師：英語 岡村先生
東京大学大学院　穎才学院講師歴5年の大ベテラン

生徒1人
1週間 講

師2～4人×

難関私立中学受験を予定している小学 4・5・6年生対象 科目：算数・国語・理科・社会

国立大学附属小学校対策講座
国立大学附属小学校対策講座
国立大学附属小学校対策講座

国立大学附属小学校対策講座国立大学附属小学校対策講座国立大学附属小学校対策講座
国立大学附属小学校などに通っている小学 4・5・6年生対象

AM10：00からの5時間プログラムなど

完全個別指導講座完全個別指導講座完全個別指導講座完全個別指導講座
高校卒業生対象

穎才学院講師紹介

私の身にもようやく春がやってきました。今年の 2月14日に、無事に志望大学に合格することができました。

友人の皆や、1年間通った予備校の穎才学院の教師の方々から「おめでとう」の言葉をいただく度に、感謝の気持ちでいっぱいです。その気持ちを込めて、

「ありがとうございます」と返す度に、大学に合格したことを実感しつつ、受験勉強中のあの張りつめた日々から解放されて安堵しているところです。

振り返ると高校生活から数年が経ち、ほとんど勉強らしい勉強ができていない状態からスタートした 1 年でしたが、「怠けて後悔するのは自分だ」と自

分自身に言い聞かせ、夕刊の配達後、板橋区役所前の予備校まで通いました。そんな自分の士気を養う為に、個別授業で厳しく指導してもらえる穎才学

院は、最適の環境だったと言えるでしょう。これからは「自分に厳しく」を目標として、まずは大学生活に臨みたいと思います！

私たちが
“全力”で
サポート
します。
教務総責任者

森本  新芽
東京大学大学院
　  教育学修士卒
中学・高校教諭
　  専修免許一級

中学3年生の夏から、穎才学院に通い始め、高校3年生
の秋までに約1000時間の授業を受けました。自習時
間も含めると、穎才学院での学習は1500時間におよ
びます。
入塾当時の『学習記録』を振り返ってみると「分からな
いと丸投げするクセがあります」「読解ができていませ
ん」「文章問題で手が止まってしまいます」などと当時
の勉強に苦戦している様子が詳細に記されています。
そんなTさんが変わるキッカケとなったのが、“高校受
験”ではないかと思います。

　Tさん
私は中学３年の夏期講習から穎才学院に入りました。成績が悪く勉強嫌
いでしたが、先生方に単語の覚え方など基本的な事から教えて頂き興味
を持つようになりました。入塾当初、考えてもいなかった大学に合格する
ことができ、塾長をはじめ、講師の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

　保護者様
娘は、高校受験の為に入塾しましたが、塾の指導方法がとても気に入り、
高校３年間も通い続けました。勉強嫌いだった子が、「塾やめたくない！」
と言い出した時は、正直びっくりしました。転塾させて本当によかったと
思います。この３年間で人間的にも成長でき感謝しております。

1対1の完全個別指導で考える力を
育てます。「勉強はしているんだけ
ど、成果があがらない」「予習や復
習が大変で困っている」という方
は、是非お電話でご相談ください。

塾や通信教材などでの対策が難しい国立大学附属小学校などの予習・復習の
対策を行います。先生オリジナルのプリントやテキストにも対応します。「現役
東大生といっしょに考えることで、楽しんで学習するようになる！」と好評です。

朝日新聞奨学生　山本　緑さん

毎年恒例毎年恒例
大人気！大人気！

毎年恒例
大人気！

網谷　壮介

木元佑太朗

並木　正信

井内　健太

杉田志具麻

水谷　駿介

千葉　彬史

岩田　泰河

東京大学大学院　総合文化研究科　国際社会科学専攻

東京大学　法学部　第一類

東京大学　工学部　都市工学科

東京大学　文学部　国文学科

東京大学　教養学部　文科三類

東京大学　教育学部　身体教育学科

東京大学　文学部　思想文化学科

東京大学　文学部　美学芸術学科

文系講師

木村　勇亮

小山田　智

正木　祐輔

山田　慎二

熊谷　　剛

上野　佑馬

木村　匠吾

東京大学　薬学部

東京大学　工学部　システム創成学科

東京大学　理学部　物理学科

東京大学　教養学部　理科Ⅰ類

東京大学　教養学部　理科Ⅰ類

早稲田大学　創造理工学部　経営システム工学科

東京工業大学　4類

理系講師

和宇慶朝士

大岸　誠人

安田　理沙

東京大学　理学部　生物化学科

東京大学　医学部　医学科

東京大学　農学部　生命化学・工学専修

医学部特任講師

好評！好評！好評！

本を読まなかった子が、

毎日楽しんで音読の練習を

している！！
穎才に通ってから、
塾から帰ってもひとりで
勉強するようになった！！

「私は○○ができません」 と言えることが、子どもの成長の第一歩。「私は○○ができません」 と言えることが、子どもの成長の第一歩。

勉強勉強  ・・  勉強勉強  ・・  勉強 勉強 の4日間の4日間勉強 ・ 勉強 ・ 勉強 の4日間勉強勉強  ・・  勉強勉強  ・・  勉強 勉強 の4日間の4日間勉強 ・ 勉強 ・ 勉強 の4日間
でも なぜか楽しいね、合宿♪でも なぜか楽しいね、合宿♪でも なぜか楽しいね、合宿♪でも なぜか楽しいね、合宿♪でも なぜか楽しいね、合宿♪でも なぜか楽しいね、合宿♪


