
※学年・クラスによって満席になっております。くわしくは本部事務局(058‒324‒1191)までお問合せ下さい。
※本科コースは真正校で開講。個別指導コースは真正校と北方アネックスで同時受付中。席数に限りがあります。
※個別指導コース〈真正校・北方アネックス〉の授業曜日、時間は、学習相談の上決定します。

2021年度 テスアカデミー高校部 大学合格実績
【国公立大学】 早稲田大(先進理工) 名城大(理工)

北海道大(総合理系) 立命館大(経営) 名城大(理工)

九州大(工) 立命館大(理工) 名城大(経済)

名古屋大(経済) 南山大(法) 愛知淑徳大(交流文化)

名古屋工業大(工) 南山大(理工) 愛知淑徳大(人間情報)

金沢大(人間社会学域) 南山大(経営) 名古屋外国語大(外国語)

岐阜大(医) 南山大(総合政策) 京都外国語大(外国語)

岐阜大(教育) 愛知大(法) 近畿大(農)
岐阜大(工) 愛知大(地域政策) 中部学院大(スポーツ健康科)

岐阜大(地域科学) 中京大(工) 岐阜聖徳学園大(教育)

富山大(経済) 中京大(経営) 岐阜聖徳学園大(看護)

三重大(生物資源) 中京大(経済) 岐阜聖徳学園大(経済情報)

滋賀大(経済) 中部大(工) 岐阜医療科学大(保健科学)

富山県立大(工) 中部大(工)

滋賀県立大(人間文化) 中部大(応用生物) その他
【私立大学】 愛知工業大(工)

東京理科大学(理工) 愛知学院大(総合政策)

℡ 058-324-1191
桃李学園 |本部事務局〒501‒0461岐阜県本巣市上真桑1870

個別学習相談会 個別学習相談会は、蜜を避け、ゆっくり時間
を取ってご相談いただくために予約制です。

11月20日(土)、23日(祝)、25日(木)、27日(土)
本部事務局(058-324-1191)でご予約下さい。ご都合が合わない場合には、お気軽にご相談下さい。

｢うちの子は大丈
夫かな？」とご心配
されていませんか。
テスアカデミーの
｢個別学習相談会｣
にぜひお越し下さい。

名古屋大学経済部■ＴＭさん
個別指導で
私に合った受験勉強ができた
TESの個別指導コースは、受験大学にあわせ

て先生方が親切に指導して下さり、おかげで苦
手の英語をすごく上げることができました。毎回
の単語テストと、構文のテストがカギだったと思い
ます。また、英文法や長文読解問題を解くことで、
単語をより多く覚えることができ、長文や文法問
題の正答率が飛躍的に上がりました。数学は塾
の問題集を繰り返し解くことで、試験で問題の解
き方を思い出すことができ、苦なく解けるようにな
りました。模試で思うような結果が出せなかった
ときも、適切なアドバイスをしていただき、第一志
望の大学に合格することができました。TESで学
んでいて本当に良かったです。

※生徒氏名は本人の希望による表記です。

立命館大学
経営学部経営学科■ＭＫさん
勉強だけに集中できる
素晴らしい環境がある
僕は高3の夏からTESに入りました。はじめは

英語が苦手で、特に長文はさっぱりと言っていい
ほど解釈能力やスピードがありませんでした。そ
れでも、先生に読み方を一から指導していただ
き、たくさんの課題などを地道にコツコツと丁寧
にこなすことで徐々に力をつけることができまし
た。また、先生との距離もとても近いので、分から
ないところがあれば気軽に質問できました。受験
勉強を途中で一瞬やめたくなる時も、周りの子と
切磋琢磨できる環境があるので、乗り越えること
ができました。最後は、自分がどれだけ本気にな
ってやるかだと思いますが、勉強だけに集中でき
るすばらしい環境はとても魅力的だと思います。

金沢大学
理工学域数物科学類■ＯＮさん
質問にていねいに
納得できるまで答えてもらえる
私は中2でTESに入塾しました。苦手の英語

は、共通テスト対策として多くの長文問題に取り
組み、丁寧に解説してもらえて問題に慣れ、読む
スピードが上がり、徐々に点数をとれるようになり
ました。数学でも、多くの問題演習ができ、いろい
ろなパターンの問題に触れ、本番の共通テストで
は落ち着いて問題に取り組むことができました。
受験大学別特訓で自分の苦手な問題パターン
をやってもらえたので、苦手なパターンに慣れる
ことができました。金沢大学では、共通テストの
点数が大きな比重を占めていました。そのため、
共通テスト対策をしっかりやってもらえたことが良
かったと思います。本当に合格できてよかったで
す。先生方、ありがとうございました。

2021年度入試
国公立大学合格

公立受験必勝

進学先が決まったら、

※個別指導コースの高校受験
※個別指導コース〈真正校・

出題傾向を細かく分析した
点数をとらせる
大学入学共通テスト対策

受験大学別の個人指導で
最後の最後まで
キミに寄り添って徹底指導

勝利へのTESの受験対策！
2021年度入試において、高校部〈本科コース・
個別指導コース〉 国公立大学受験者のうち。

TES中学部は､例年｢公立高校合格100％｣
徹底した受験指導と、きめ細かな生徒指導で
キミを

TESがキミに満開の笑顔咲かせる！



アドバンス算数･国語 スタンダード算数･国語
ベーシック算数･国語 ベーシック英語
私立中学受験対策 英検対策講座
高校受験総合対策 岐高・北高・加納高対策
高専受験対策 英検対策講座
教科書準拠定期試験対策
大学受験総合対策 難関大受験対策
医･歯･薬受験対策 TOEIC対策講座
高校準拠定期試験対策

対象 | 小学1年生から高校3年生 授業曜日・時間 | 相談の上決定します
お近くの開講教室 | 真正校〈真桑小東300m〉 小学生 ・ 中学生 ・ 高校生

北方アネックス〈芝原宮東公園すぐ西〉 小学生 ・ 中学生 ・ 高校生
クラス | 先生1人に生徒２名クラス、３名クラス（１名クラスはご相談ください ）

セブン

お近くのテスアカデミーの教室

小学部|中学部|高校部 本科コース
小学部|中学部|高校部 個別指導コース
■本巣市上真桑1870［真桑小東300m］

小学部|中学部 本科コース
小学部|中学部|高校部 個別指導コース
■北方町芝原中町3‒1‒6［宮東公園西］

北方
アネックス

至モレラ岐阜

明治製菓
ファルマ

スタバ

七郷小

みどり公園
北方警察署

ミニスト

ドラッグユタカ

岐阜北高校■MTさん
解く時間を意識した直前の「プレ入試演習」は

とても役に立ちました。どの先生も質問に丁寧に
答えてくださったので、嬉しかったです。どの問題
も理解することができました。3年生の最初に点
数が落ちて志望校をあきらめかけたけど、テスに
入って学習したことで合格できたので嬉しかった
です。 ※合格体験談の一部をご紹介しました。

国立岐阜高専■KYさん環境都市工学科
各教科担当の先生方から、ためになることや細

かいところまでしっかり教えてくださって学校での
授業やテストで役立てることができました。TES
で学んだことによって、自分から勉強することがで
きたから合格をつかみ取れたし、細かく教えてく
ださったため理解しながら勉強を進めていくこと
ができました。

岐阜高校■KSさん
英語では細かいところを何度も教えてくださっ

たことで、英語に自信が持てました。高校でも役
立つようなことから、基本までわかりやすく教えて
くださいました。 授業がとても面白くて、和やかで
楽しく学習ができました。ただがむしゃらに勉強す
るのではなく効率よく苦手科目に絞って取り組め
たところが良かったです。

加納高校(普通)■MYさん
定期試験前に自分の苦手なところを見直し、

先生に質問したり対策をしたりする時間があるか
らテスト当日の不安というのを減らすことができ
た。数学が苦手で入試の過去問などわからない
問題が多かったので、質問をして入試当日に自
信をもって受けることができた。塾の仲間とお互
いに高め合うことができたのも良かった。

2020年度に続き、
2021年度も公立高校受験者
合格100％を達成しました！

小学生
中学生
高校生

Where there is a will, there is a TES.
小学部〈本科コース〉 対象:小4～小6 「わかる算数」と「基礎から英語」

11月22日(月) 12月6日(月) 12月13日(月)真正校 英語･算数17:30～18:50 英語･算数17:30～18:50 英語･算数17:30～18:50

11月23日(火) 12月7日(火) 12月14日(火)北方アネックス 英語･算数17:30～18:50 英語･算数17:30～18:50 英語･算数17:30～18:50

中学部〈本科コース〉 対象:中1～中3
11月22日(月)、25日(木)

真正校 12月2日(木)、6日(月)
英語･数学の2教科体験
11月23日(火)、26日(金)

北方アネックス 12月3日(金)、7日(火)
英語･数学の2教科体験

真正校:月(19:00～20:30)､木(19:30～21:10)
北方アネックス:火(19:30～21:00)､木(19:30～21:10)
※お申し込み状況により時間は変更になることがあります。

高校部〈本科コース〉 対象:高1～高3 「迫力のライブ授業」を体験するチャンス！
高1 11月20日(土)、24日(水)、27日(土)、12月4日(土)、8日(水)

真正校
高2 11月20日(土)、24日(水)、27日(土)、12月4日(土)、8日(水)

高1・高2 :水(20:10～22:30)､土(20:10～22:30) 数学・英語 ※お申し込み状況により時間は変更になることがあります。
高3本科コース「秋の体験授業」は、本部事務局〈0583‒24‒1191〉までお電話でお問合せ下さい。 高校本科コースは真正校で開講。

「個別指導の体験学習」真正校と北方アネックスで同時受付中！お気軽にお問合せ下さい。

桃李学園 |本部事務局〒501－0461 岐阜県本巣市上真桑1870
とう り

質問できる、質問しやすい 94％
授業が分かりやすい 95％
わかるまで教えてくれる 81％
授業が楽しい、面白い 91％
気軽に相談できる 78％
やる気が出る 91％
〈小学生・中学生・高校生〉 本科コースの教室、曜日、時間などお気軽にお問い合せ下さい。

個を大切に、親身な指導

テスの
こんなところが
好きです

塾生アンケート結果から

テスアカデミーは一人ひとりの学習目標を立て、
一人ひとり大切にサポート。志望校合格に導きます。


