
現⼩学6年⽣のみなさん

お近くの桃李学園の教室 成績が上がる 進学実績がすごいとうり

テスアカデミー真正校|本巣市上真桑1870〈真桑小学校東へ300m〉
テスアカデミー北⽅アネックス|本巣郡北⽅町芝原中町3-1-6〈芝原宮東公園すぐ⻄〉

桃李学園本部事務局 | 岐阜県本巣市上真桑1870 〒501－0461 ☎058-324-1191㈹ FAX058-324-0347

英語はPHONICSフォニックスで強くなる︕
テスアカデミーの英語は、「表現⼒を問われる試
験」に対応できるように、知識だけの暗記ではな
く、その過程や考え⽅もしっかり学び表現する論
理的思考につなげていく授業です。

質問できる︕少⼈数クラス指導
テスアカデミーは少⼈数クラス制。⼀⼈ひとりの理
解度を⾒ながら授業を⾏い、疑問や分からない
点をその場で解消できます。生徒⼀⼈ひとりと定
期的に⾯談を⾏い、成績アップの目標を設定
し、志望高校合格に向けて学習します。

くり返し学習で最⼤限の学習効果︕
新出の学習内容を塾で先取り学習し、問題を
解く。家庭学習でもう⼀度⾃分で解いてみて、
本当に分かったか確認。さらに、試験前に３回
目の問題演習。くり返し学習で得点⼒を⼤幅に
アップ︕

いよいよ2月第3週開講

あなたにできること、
あるいはできると
夢⾒ていることがあれば、
今すぐ始めなさい。
向こう⾒ずは天才であり、
⼒であり、魔法です。

ゲーテ 1749～ 1832

のすごい進学実績
京都大学 工学部 MMくん
テスで英語を得点源にできた！
苦手な英語を克服するためにTESに入塾しました。
先生の出される課題は毎回死ぬほどの量でしたが、
それをやり抜くことで入試に合格できるレベルに到達
できました。本当に良かったです。

岐阜大学 地域科学部 SSさん
いつでも質問できて安心だった！
先生と生徒の距離が近いことがTESの良いところ

です。気軽に質問できるので、わからないところをすぐ
に解決でき、得点力が付いたと思います。小論文の指
導も的確でした。

名古屋大学 工学部 YHくん
きっこ先生の英語に感謝！
僕はこの塾に入って基礎の単語から覚え直したこ

とで長文が読みやすくなり、センターでは高得点をと
ることができて、きっこ先生には本当に感謝していま
す。数学も佐藤先生の授業で高難度の問題が解ける
ようになりました。ありがとうございました。

名古屋大学 経済学部 TMさん
数学の記述力が飛躍的に伸びた！
入試直前の大学別の個別授業で、数学の記述力

をつけることができ、無事合格できました。

早稲田大学 国際教養学部 NIさん
テスのテストで鍛えられた！
毎回実施される単語テストと桐原のテストで力が

付いたと思います。模試の判定も初めはE判定でした
が、徐々に良くなりプレ模試では、A判定がとれまし
た。

南山大学 理工学部 KSくん
英語エキスパートを目指します！
私は英語担当のきっこ先生のおかげで勉強が

苦しいと思わなくなっていき、少しずつ勉強時間を
のばすことができるようになりました。今までに身
につけた学習を維持して、英語の勉強を続けてい
きたいと思います。

2019年度テスアカデミー高校部合格体験談より抜粋

テスアカデミーは⼩中⾼⼀貫指導︕
テスアカデミーは「小中高⼀貫指導」。高校受
験、⼤学受験に向けて、入試問題が⼀⼈でと
ける⼒の養成を目指します。基礎・基本を重視
し、応⽤⼒・発展⼒を磨き、志望校２ランクアッ
プを目指します。

①第１ターム ⼩学算数の重要ポイント総復習︕
①分数、小数の計算 ②⽂字式 ③速さと利⽤ ④場合の数 ⑤対称な図形
⑥拡⼤図・縮図 ⑦ひし形・台形の⾯積 ⑧角柱・円柱の体積 ⑨単位の換算
日程 真正校 2月17日(月)、2月20日(木)、2月24日(月)、2月27日(木)

北⽅アネックス 2月18日(火)、2月21日(⾦)、2月25日(火)、2月28日(⾦)
学費 3,000円[税･教材込]

②第２ターム 中学数学と英語の基礎・基本をしっかりと︕
日程 真正校 3月2日(月)、3月5日(木)、3月9日(月)、3月12日(木)

北⽅アネックス 3月3日(火)、3月6日(⾦)、3月10日(火)、3月13日(⾦)
学費 5,600円[税･教材込]

③第３ターム 学習習慣を⾝につけ、中学校⽣活に備える︕
日程 真正校 3月19日(木)、3月23日(月)、3月26日(木)、3月30日(月)

北⽅アネックス 3月20日(⾦)、3月24日(火)、3月27日(⾦)、3月31日(火)
学費 5,600円[税･教材込]

数学 ①数の⼤小、絶対値 ②加法、減法 ③加減の混じった計算
④乗法、累乗 ⑤逆数、除法 ⑥乗除の混じった計算

英語 アルファベット、フォニックス、中1前期の英単語、be動詞を使った⽂
国語 中１教科書の新出漢字マスター
真正校 | 月曜日17:30〜18:50 木曜日17:30〜19:10
北⽅アネックス | 火曜日17:30〜18:50 ⾦曜日17:30〜19:10

新入学応援キャンペーン
中学入学準備クラス受講して、４月から正規に入塾されると実質0円

どこから
でも参加
できます

個別入塾相談会 ☎058-324-1191でご予約下さい。

2月1日(土)､5日(水)､8日(土)､11日(祝)
対象 小学生〜高校生 日程のご都合があわない場合にはお気軽にご相談下さい。

2020年度 テスアカデミー⾼校部同時受付中 | お申込はお早めにどうぞ



2020年度⽣受付開始

本科コース ライバルと切磋琢磨
■納得するまでたっぷりと質問できる
■「くり返し学習」で着実に成績アップ
■豊かな経験を積んだ講師の充実授業

個別指導コース⾃分を鍛える
成績アップはやり⽅次第。⼤切なのは苦⼿教科・苦⼿単元をそのままにしないこと。
キミだけのカリキュラムで学習スタート︕苦⼿を克服して、基礎・基本の確認から、入
試実戦⼒を養おう。きっと勉強の楽しさも体験できます。

個別指導はこんな⽅に最適
集団授業だと積極的に参加できない。
部活などの活動が忙しく、時間が合わない。
苦⼿科目・苦⼿分野に絞って勉強し、克服したい。
受験校の出題傾向にぴったり合わせて学習したい。
学年の枠を越えて、どんどん進んだ学習がしたい。

キミの実力は、
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入塾から４ヶ月
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点

新⼩学４・５・６年⽣ 基礎・基本から思考⼒・応⽤⼒の養成 おすすめ
真正校〔月・木〕 北⽅アネックス〔火・⾦〕 国語・算数・英語３教科指導

新中学１・２年⽣ 基礎・基本から思考⼒・応⽤⼒の養成 ５教科指導
特進コース〈週3日〉 真正校〔月・木・⾦〕 北⽅アネックス〔火・木・⾦〕 選択制 おすすめ
進学コース〈週2日〉 真正校〔月・木〕 北⽅アネックス〔火・⾦〕 選択制

新中学３年⽣ 厳選した良問演習で真の実⼒を養成する ５教科指導
受験コース〈週3日〉 真正校〔月・木・⾦〕 週3日必修 おすすめ

北⽅アネックス〔火・木・⾦〕

小学生対象
英語が読める
英語が書ける

フォニックスとは…
フォニックスとは、発音と文字の
関係性を学ぶ音声学習法で、もと
もと英語圏の子どもたちに読み書
きを教えるために開発されたもの
です。「英語の文字と音の関係のル
ール」を学び、知らない単語も推
測して正しく発音でき、耳で聞い
ただけでスペリングを推測し、正
しく書けるようになるのです。

2月
8日(土),11日(祝)

15日(土),22日(土)

3月7日(土)
フォニックス体験は

お電話でご予約下さい

体験してみよう

中学⽣ 数学 ●1年生 ⼀次⽅程式の利⽤ ●2年生 ⼀次関数
英語 ●1年生 3単現のＳ ●2年生 比較の表現

⼩学⽣ 算数 ●4年生 ⼩数の割り算 ●5年生 単位量あたりの⼤きさ
国語 ●4年生 1年⽣からの漢字 ●5年生 物語文の読み取り

真正校 2月17日(月)、20日(木)、24日(月)、3月2日(月)、5日(木)、9日(月)、12日(木)
北⽅アネックス 2月18日(火)、21日(⾦)、25日(火)、28日(⾦)、3月3日(火)、6日(⾦)
授業時間など詳細についてはお電話(058-324-1191)でお問合せ下さい。無料招待講座は2回1セットです。
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個別入塾相談会 ご予約は、☎058-324-1191

2月1日(土)､5日(水)､8日(土)､11日(祝)
ゆっくりご相談いただくために本部事務局(058-324-1191)でご予約下さい。
対象 小学生〜高校生 日程のご都合が合わない場合にはお気軽にご相談下さい。

新規開講！ TESの
私立中学受験講座
中高⼀貫カリキュラムを組んで⼀気に学⼒を伸ばします。
高校入試だけでなく、⼤学入試まで⾒越して指導します。
岐阜県と愛知県の私⽴中学に的を絞って指導します。

すごい成績アップ
入塾後4ヶ月で92％が成績アップを達成しています︕

お近くの桃李学園の教室 成績が上がる 進学実績がすごい
と う り

テスアカデミー真正校|本巣市上真桑1870〈真桑小学校東へ300m〉
テスアカデミー北⽅アネックス|本巣郡北⽅町芝原中町3-1-6〈芝原宮東公園すぐ⻄〉
桃李学園本部事務局 | 岐阜県本巣市上真桑1870 〒501－0461 ☎058-324-1191㈹
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128
入塾から４ヶ月

262点⇨413点

点
入塾後4ヶ月で92％
の新入塾⽣が成績アップ
を達成しています︕

開講校舎｜真正校
北⽅アネックス

対象｜新小学1年生から新高校3年生
コース｜先生⼀⼈に生徒2⼈・3⼈
授業科目｜選択制
授業曜日・時間｜相談の上決定します
くわしくは本部事務局までご相談下さい。

まるっと
１ヶ月

個別指導コース

無料体験

が伸ばす


