地域の子どもたちに質の高い教育サービスを提供することにより、地域社会の「現在」と「未来」に貢献したい。

入 塾

2019
年度

説 明 会
２月１１日（祝・月）・２３日（土）
安室教室 午後 2:00～（約９０分）
白浜教室 午前10:00～（約９０分）

有備館ゼミナール

検索

★入塾に関するお問い合わせ
入塾説明会へのご参加申込
指導内容に関するお問い合わせは
安室教室（本部事務局）
079(295)8887 までお電話ください。
※お電話受付時間：午後1時～7時（日・祝除く）
＜説明会内容＞
・変わる教育 求められる力とは
・有備館で学ぶ子どもたちの先にあるもの
・高校入試、大学入試を突破するために
★前日までにご予約をお願い致します

新中学１年生が大学受験に臨む2024年度、新・大学入試が全面実施されます。2020年度から始まる『大学入学共通テス
ト』では「知識・思考力・判断力・表現力」が様々な角度から問われ、英語４技能や国語・数学での記述答案力も測られる
ことになりますが、2024年度からは記述問題の出題科目が増え、新学習指導要領に基づくテストに完全切替されます。現
在の子ども達をとり巻く環境は、スマホやＡＩ、自動運転に象徴される情報通信技術の高度・急速な発達により生活が便利
になる一方、産業や雇用の変化により職業や働き方にも変化が見られます。こういった環境下において、子ども達が自らの
特性・適性を見出し将来の活躍へと結び付けていくには、普段の生活や学習を通して身に付けた「素養」（＝学力）がます
ます必要になると言えます。有備館では、子どもたちの学力を伸ばす日常の取り組みを講師間で緊密に連携し実践すること
で、子どもたちが未来を創造する力の基礎作りに貢献します。

小学校５年生から通って
いました。中学生になっ
てからはより親身に進路
について話して頂き、勉
強も分かるまで教えてく
ださいました。
姫路西高 合格
Ｋ.Ｋさん

先生方の説明はとても分
かりやすく、その後解説を
読むことでさらに理解が
深まりました。面接練習
では文章の構成も良くな
りました。
市立姫路（探究） 合格
Ｎ.Ｇさん

『学びの質の向上』を実現するために。

入ったときは全く勉強で
きなかったけど、環境・雰
囲気が変わり、勉強しな
いといけないという意識が
高まりました。一生懸命
頑張れました。
姫路東高 合格
Ｙ.Ｔさん

塾に通うようになり、周り
のみんなが頑張っている
姿に刺激を受け、より頑
張れるようになりました。
勉強は楽ではないけど、
成果がでるとうれしかった
です。
姫路西高 合格
Ｓ.Ｆさん

『学びの最適化』を実現するために。

～有備館の取り組み～
●少人数制一斉指導
●小中高一貫継続指導

～ＩＣＴの利用を拡大します～
●中１「理科・社会」
●テスト対策

尊重し合える集団で切磋琢磨するこ 高校受験そして大学受験に向かっ
とで、批判的思考も育ちます。
て、目標・思いを共有します。

『映像授業』を活用し、学校ごとに学 テスト対策では、映像授業を併用し、
習順序を設定することで、さらに細か 対策問題で間違った所の解説講義
く丁寧な指導を行います。
が受講できるようになります。

●プロセス重視の指導

●夢・目標を育む

学びのプロセス、思考のプロセス、目 頑張る子になってほしいから、夢・目
標達成へのプロセスが大切です。
標を育む素養を磨きます。

●学習環境

●コミュニケーション

双方向授業による適度な緊張感。
真摯に取り組む在籍生。自習室。

学習ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ。日常の声掛け。質
問対応。ﾃｽﾄごとの目標設定。

●定期考査対策

●安心・安全

定期考査対策期間を設定した計画
的なﾃｽﾄ勉強。自習室呼びかけ。

お知らせメール。月次報告。欠席電
話。出迎え・送り出し。

●進路相談

●検定試験・対策講座

高校入試説明会。個別懇談会。
生徒ガイダンス。最新教育情報。

漢字検定・英語検定・数学検定およ
び対策講座を実施。

●ＩＣＴの活用

速く正確に読み解く「速読」
学びの最適化に「映像授業」

●自立型個別学習指導

新設コース

一斉指導コースに加え、自立型個別指導コースを開講します。一斉指導と
の併用、習い事と勉強を両立させる自立型個別学習、苦手科目・苦手分
野を徹底学習する急追講義など様々なテーマ・ニーズに対応することがで
きます。「教えてもらう」から「必要な勉強を組み立てる」へと学び方が変わり
ます。
★対象／小学４年生から高校３年生， 週１回５０分～
高校受験・大学受験に必要な科目を低料金で全科目学習して頂けます。

映像授業「ウイングネット」だから可能な学習スタイルです。

新学年の授業は、３月４日（月）より開講します。
入塾テスト随時実施中。３月入塾の小・中学生は入塾金無料。

安室教室
295-8887

白浜教室
246-8900

学ぶ力を育て、学ぶ心を支える。
子どもたちは、夢の数だけ工夫し、疑問の数だけ進歩し
ます。だから、子どもたちの「なんでかな」「だったら
いいな」を大切に指導しています。有備館は、一番大き
な教室でも定員２０名の広さで、必修授業は１０名前後
から１５名くらいまでの少人数で行っています。そのた
め、一人ひとりの顔が見え、ノートが見え、気持ちが伝
わるので、子どもたちの「今」をしっかりと把握できま
す。「全体」へ語りかけ、「個」へ問いかけ、相槌の打
てる双方向の授業は、適度な緊張感を保ち、学習に好循
環を生みます。だから、子どもたちは頑張る気持ちを膨
らませます。子どもたちとの日常の対話、度々行われる
面談で講師と生徒は目標を確認し、さらには目標を高
め、達成方法を考えます。こうした取り組みを２年、３
年と積み重ねることで、子どもたちは意欲を高め、自信
を深め成長しています。

2019年度

学年目標と授業計画

2時間5分×２日／週
◆小学５年生
指導科目 国・算・理・社・速読（英語は希望者選択）
「自分で弱点の克服をはじめ、常に飛躍を目指す」子どもになっ
て欲しい。そのために、「なぜ？を問い掛ける」授業から本質を
学び、勉強の楽しさと自信につなげます。脳力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞとして、
漢字・音読・暗唱・書写・計算・速読に１年間取り組みます。
2時間5分×２日／週
◆小学６年生
指導科目 国・算・英・理・社・速読
「将来に夢を抱き、自分の力を信じ、小さな努力を積み上げる」
子どもになって欲しい。そのために、自身の成長に手応えを感
じ、主体的な取り組みへとつながる授業を目指します。算数の力
を伸ばすため、計算・文章題練習シートに１年間取り組みます。
速読、音読、語彙ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、漢字ﾃｽﾄを通して読解力の基

国語 盤となる力を養います。また、読解問題を丁寧に読み解
くことで論理的思考力と情緒力を磨きます。

小さな教室から、大きな成果。

教科書の学習から応用問題の練習まで取り組む中で、数

算数 学的思考が高まるよう、与えられた情報と知識を論理的
に組み合わせて解法を組み立てる練習を行います。

＜中学１年生

アンケート＞

成績向上

学習習慣

ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ

承認

あがって
いる

よくなっ
ている

前向きに
取り組めている

よく観察し
評価されている

84%

71%

84%

97%

2時間30分×２日＋映像授業100分／週
◆中学１年生
指導科目 一斉指導／英・数・国，自立個別／理・社
中学１年生は、学びのスタートラインです。ノートの使い方、解
答の書き方、間違い直しの仕方などの基本的な学習の型作りから
始め、テスト勉強の仕方や学習の順序を身に付け、学習メニュー
を自ら増やせるように指導します。
「聞く・読む・書く・話す」４技能において、聞こえて

成績向上
学習習慣
ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ
承認

塾に入って成績が上がっていると思いますか。
学習方法や学習習慣は良くなっていますか。
授業やﾃｽﾄ対策は目標をもって取り組めていますか。
学習姿勢を適切に評価されていると感じますか。

英語 くる音声を声に出すシャドーイング、単語・文法の早期
習得、短文英作などを教科書学習と並行し行います。
算数の具体的数字が、数学では抽象的文字となり、論理

数学 の正確さが求められます。まずは、文字式、方程式の学
習を通して数学が得意になる学習法を身に付けます。

＜Ｎ中学１年生

２学期期末テスト

成績結果＞

テスト勉強の仕方が身に付き始めた２学期期末では、全体に学習
方法の向上が見られ、ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ重視の学習が定着してきました。

100

50

塾内平均

社会

考・要約・記述の鍛錬を１年生から行います。
今年度より映像授業（ウイングネット）を一斉指導コー
スにも導入し、学校の進度に完全対応します。映像授業
理科 は全科目「教科書ワーク」「単元別学習」「受験コー
ス」と目的別に学べるほか「英・数発展授業」も備えて
社会 いるので、授業形態を「自立型個別指導」とし、理科・
社会の学習に加え、学習目的に応じて英・数発展学習、
英・数基礎力強化にも取り組んで頂けるようにします。
2時間30分×３日／週
◆中学２年生
指導科目 英・数・国・理・社（国理は希望者選択）

0

国語

新学習指導要領では、国語力がますます重要視されま

国語 す。今年度より国語を必修化し、語彙の習得、論理的思

数学

理科

学校平均

英語

５平均

目標達成のためにテストごとに工夫して学習計画を立てていま
す。長時間のテスト勉強にも75%の生徒が慣れたと回答。

「速読」速解力検定 高３部門 全国１位獲得！
算定読書速度 ４,６１１文字/分
姫路西高 ３年

Ｉ・Ｒくん

受講歴９年

本を速く読みたいという気持ちで始めた速読。９年間続けた成果
を聞いてみました。「どんな時に速読の成果を感じますか？」
●テニスのボールが遅く感じられ、ボールを捉えやすくなった。
●文章の要点を掴むのが早くなった。暗記力も強くなった。
●授業内容を理解しやすくなった。
●センター試験の国語が１８０点台で安定してきた。
「トレーニングで意識していることは何ですか？」
速読ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞで大切なのは、目を動かすこと。「読む」ことより
も「見る」ことが重要。受験を目前に控え、効果を実感してい
ます。 ★「速読」体験授業は随時実施しています。

学習内容が難しくなり、高校入試でも２年生の内容が最も多く出
題されます。２年生での学習の理解度は高校入試に直結しますの
で、単元の導入から問題演習までをスモールステップで進めると
ともに、解法のプロセスを明快に解説します。
2時間30分×３日＋弱点克服演習90分／週
◆中学３年生
指導科目 英・数・国・理・社（国理は希望者選択）
志望校合格に向け①定期考査対策（学習時間の確保）②弱点対策
（基礎からの演習）③得点力強化（良問演習）に１年間綿密に取
り組みます。「学習の量」を積み重ねて「学習の質」を磨けるよ
う、自習室は休館日を除き毎日利用して頂けます。

通常
授業

５科目対面授業で、教科書内容の導入から思考問題の演習解説ま
でを、実績豊富な講師陣が行います。秋以降は、全国高校入試問
題を徹底演習し、最新入試傾向に対応します。

入試
突破
ゼミ
弱点
克服
演習

９月から２月まで毎月２回、特訓講座を行います。実践
的に総合問題演習に取り組み、直後に重要事項の解説を
行うことで、吸収力を高められるようにしています。
苦手科目克服のため、基礎から標準レベルの問題演習に
取り組みます。要点チェック→問題演習→間違い直し
と、丁寧に学習を進めるので、自立学習力も育ちます。
春・夏・冬の講習会では、５科目全てで前学期までの総

頑張る生徒・保護者と共に支え合い、
公立トップ校および上位校へ多数合格。

姫路西高・東高へ塾生の５人に２人が進学。

講習会 復習を行い、知識や考え方をより正確に習得します。

講習会では、一人ひとりがテーマをもって主体的に学習
に取り組めるよう、映像授業（ｳｲﾝｸﾞﾈｯﾄ・ｵﾘｼﾞﾅﾙDVD
講座 講座）を設定し、効果的に学習をサポートします。

ｵﾌﾟｼｮﾝ

