
● 開設講座

● 時間割● 夏期講習日程　　※第3・6・7タームは、いずれも日曜日を除いた4日間です。

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 8／223泊4日 8／22（木）（木）～25～25（日）（日）3泊4日 8／22（木）～25（日）

楽しい夏期合宿楽しい夏期合宿楽しい夏期合宿

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

毎年恒例毎年恒例
大人気！大人気！

毎年恒例
大人気！

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♪

穎才学院
えいさいがくいんえいさいがくいん

受付時間／平日・土曜・祝日15：00～21：00　日曜日休講

0120-509-4400120-509-440
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

見学会は随時、ご相談・お問い合わせお待ちしてます。

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
東京大学大学院修了
　  　教育学修士
中学・高校教諭
　  専修免許一級

網谷　壮介

宮島　龍祐

木元佑太朗

並木   正信

杉田志具麻

水谷　駿介

岩田　泰河

加藤　広和

東京大学大学院　総合文化研究科　国際社会科学専攻

東京大学大学院　人文社会系研究科　欧米系文化研究専攻

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　歴史文化学科

東京大学　教育学部　身体教育学科

東京大学　文学部　美学芸術学科

東京大学   文学部　言語文化学科

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

東京大学大学院   理学系研究科　物理学専攻

東京大学　教養学部　理科一類

東京大学　教養学部　理科一類

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

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
小学 4・5・6年生　対応 科目：算数・国語・理科・社会

小学校低学年からおじいちゃん・おばあちゃんまで対象

金曜日15時から19時まで金曜日15時から19時まで

講師：日本書鏡院講師：日本書鏡院 先生先生

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。

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。

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！！」
「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！！」
「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！！」

「都立中高一貫」対策講座「都立中高一貫」対策講座「都立中高一貫」対策講座「都立中高一貫」対策講座「都立中高一貫」対策講座「都立中高一貫」対策講座

書道教室 開設書道教室 開設

物語の読み方、作文の書き方を１から教えます。
読書の楽しみを大人から子どもに伝える講座です。
物語の読み方、作文の書き方を１から教えます。

読書の楽しみを大人から子どもに伝える講座です。
物語の読み方、作文の書き方を１から教えます。

読書の楽しみを大人から子どもに伝える講座です。新聞･メディアでも話題！

詳細はお気軽にお電話ください。

E I S A I G A K U I N

01200120--509509--4404400120-509-440
フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル お気軽にお電話ください。穎才

学院

　　四月、穎才学院からは、今年もたくさんの卒業
生が巣立ちました。本校の卒業生であり、東洋大学
を経て、大手旅行代理店に就職した三技諒さんは、
「決意したら行動すること」「感謝の心を忘れないこと」
「一生懸命取り組むこと」という３つのメッセージを後輩
たちに残してくれました。ここで、彼が後輩たちに示し
たのは、高い学歴や高度な資格を所有することの大
切さでも、たくさんの知識を持つことの必要さでもあり
ません。三技さんが示してくれたのは、物事に取り組
んだり、他者に対したりするときの「姿勢」「心構え」で
す。私は、この春からジャック・ラカンとエマニュエル・
レヴィナスという偉大な哲学者の残したテクストについ
て学んできました。私の師とともにテクストを読みすす
めた私には、そこに書かれていることが、三技さんが
残したメッセージと一致するように思えてならない時が
何度もありました。一人ひとりの子どもたちと丁寧に向
き合い、スタッフ・講師全員への敬意を忘れなかった
三技少年は、いつのまにか、人として大切な「姿勢」「心
構え」を備えた立派な新社会人となりました。
　人間の知性を、学歴や資格といった「社会的評価

の高さ」や「知識の多さ」によって表現しようとする人
がいます。そのような人たちは、学歴や所有する資格
やペーパーテストのスコアなどで表現するような「知性」
しか知らないのかもしれません。言うまでもなく、人間
の知性とは、そのようなものではありません。友達と
の約束を裏切らない誠実さ、どうしても弱いものを助
けずにはいられない優しさ、傷ついた人の痛みに思
いをよせることができる心の豊かさ、人間の知性とは、
そのような人として大切な「姿勢・心構え」のことです。
　友を裏切らない誠実さや、弱いものを助ける優しさ、
傷つき辛い思いをする人を思いやる心の豊かさが人
間として大切である、ということは私たちの世界で繰
り返し物語られてきました。このような知性を持つ人が、
師につき対話しながら、丁寧に学ぶ姿勢を身につけ
れば、その人は、人の弱さも強さもひっくるめて受け
止めることのできる、大人になることができるでしょう。
子どものころは、自分の弱さを知らなかったり、知っ
ていても、それを受け入れることができなかったりする
ものです。ひとくちに、弱さも強さも受け入れる、といっ
ても、その過程には痛みがともない、そのためには

長い時間をかけることが必要です。してはいけないの
は、自分の弱さを自分から切断するようにして捨てて
しまうことです。失敗したときには、失敗した弱い自
分もしっかりと受け止めてあげなければなりません。新
しい環境で、新しい目標を見つけることも、新しい仲
間を作ることも結構ですが、自分といつもともにいる
弱い自分を受け止めて、手持ちの道具を大切に使い、
身近な古い仲間と手を取り合って、丘の向こう側へと
歩みをすすめる、ということがまずは大切です。
　三技さんをはじめとして、穎才学院の卒業生は、
そのような人間として大切な「姿勢・心構え」をしっか
りと身に付け、巣立たれたのだと思います。それは、
彼らを支えてくださった保護者の方たちの愛情、毎回
の授業で熱心に指導をしてくれた東大生講師たちの
心配りがあったからこそ、できたことです。卒業生の
将来が幸せなものであり、在学している後輩諸君が
彼らと同じように立派な人間になられることを願って
やみません。

穎才学院 教務2013年6月吉日

大切なのは、学歴や知識の量ではありません。他者に対する「姿勢・心構え」です。大切なのは、学歴や知識の量ではありません。他者に対する「姿勢・心構え」です。
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第1ターム

第2ターム

第3ターム

第4ターム

第5ターム
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国語 ・高3センター現代文
・高3センター古文
森本先生からのコメント
　大学受験において、大学入試センター試験の攻略は重要で
す。試験でどんな文章が出題されても、その都度、丁寧に、そ
の文章と向き合いましょう。それは、私たちが人と話すとき
に、その人に合わせて、その都度、丁寧にお話しする、という
のとよく似ています。また、みなさんは、好きな友達と話すと
きに、友達が何を語っているかということより、どのように
語っているかということに心配りするでしょう。それは文章
だって同じです。何が書いてあるかを読み取るのではなく、ど
のように書いてあるかを味わってください。
　大切なのは、博識さ、明敏さではありません。文章を読むと
きの姿勢、あなた自信の在り方です。姿勢の美しい人が賢い
人だと思います。みなさんが賢い人になられることを願って
います。

担当講師：森本先生

数学

高校2年生／1年生・中学3年生／2年生／1年生　他の学年に

個別授業で重要単元の徹底学習

完全個別指導講座

平常授業で受講していない科目や苦手科目の学習に挑戦しよう。
「4日間×180分」の完全個別指導で、充実の勉強に取り組もう。

・高3センター数学
上野先生からのコメント
　どんな教科でも基本は非常に重要です。
　基礎がしっかりしていないと、いつか足元をすくわれます。
　基本的な所からしっかりやっていきましょう。

担当講師：上野先生

・高3理系数学
小山田先生からのコメント
　とことん数学漬けの4日間です。
　この夏の4日間は確実に大きな力となって、みなさんの受
験の支えになるでしょう。

化学・物理・生物・世界史・日本史（高3対象）／高2～小4 各科目
完全個別指導で、苦手・弱点を克服しよう！
教務からのコメント
　選択科目は、知識を暗記するためにひとりで学習する時間が大切であ
ると言われます。
　確かに、家庭や自習室での予復習の時間は大切です。しかし、「知識」は
年長者から若者へ伝承される「物の見方」です。歴史をどのように見るの
か、自然をどのように認識するのか、といった「物の見方」を若者は身に付
けます。それは、既に「物の見方」を伝承された年長者から若者へ手渡さ
れる贈り物のようなものです。知識はひとりで身に付けるものではありま
せん。必ず、誰かから誰かへと贈られるものなのです。本講習では、選択科
目の講義・演習を完全個別指導で行います。受験で必要な選択科目につ
いては、積極的に受験申込みをするようにしましょう。

担当講師：小山田先生

英語 ・高3センター英語
並木先生からのコメント
　センター英語で「192点」を取るには、日々の勉強をどのよ
うにするべきなのか、どのように問題に望むべきなのか、それ
をじっくり考える4日間です。

担当講師：並木先生

・高3英語長文
木元先生からのコメント
　英文を読む際のルールを伝授します。
　闇雲に読むのではなく、一定のルールがあることを知ってい
ただくとともに、論理構造を意識しながら読む訓練をします。
　様々なジャンルの長文や多様な出題形式の入試を扱います。
　真剣に取り組んだことは今後の人生の財産となるはずです。
楽しい思い出を作りましょう。（添削課題付き）

担当講師：木元先生

・高3英文法
木元先生からのコメント
　入試の英文法の標準問題を扱います。全範囲を4日間で行
う予定です。近年の入試の傾向を踏まえ、注意すべきポイン
ト、重要なポイントを解説します。長文や作文にも役立つ知識
も伝授します。
　その他、興味のわく面白い話も楽しくかつ学力もつく充実し
た4日間をともに過ごしましょう。（添削課題付き）

担当講師：木元先生

夏期合宿準備集合

夏期総仕上げ合宿

休　　講

個別ターム

第7ターム

平常授業再開

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

15：30～16：30

16：30～18：00

18：30～19：30

19：30～21：00

時間割登録
 随時受付中！

（スケジュール相談可）


