
25-3715

検索早慶塾
富士宮市中央町 9-13
河屋ビル１F
電話 (0544)－

余計な講義がありません
・ 多くの塾と違い 「学ぶ力」 を下げません

・ 自分のペースで学校の宿題や、 使いたい

   教材、 塾がすすめる教材で学習できます

質問 , 議論でその場で解決
・ 質問 , 議論などは学力 , 成績向上の

　 大切なプロセスです　

    国語、 論理力も自然と上がります　

・ 効率よく学習できます

・ 間違いの指摘 , ヒント , 解法 , 解答 , 別解

    指導など生徒の勉強をみてまわります

・ 勉強の仕方も指導します

・ すごく成績アップする生徒多数♪

毎日いつでも質問できます
・ 全科指導で

   小学生 \10,000/ 月～

   中学生 \15,000/ 月～

　高校生、 既卒生 \20,000/ 月～

・ 市場良太 （常勤）

　富士高理数科卒 東大博士中退

   指導教科　英 算 数 物 化 

            科学実験 電子工作

            プログラミングなど

・ 望月千晴 （非常勤）

   富士高卒 福井工大建築学首席卒

   指導教科 小中 英算数理、 高 英

私たちが指導します

１週間無料でおためしできます
塾

駐3台

富士宮駅

フラワー通りフラワー通りフラワー通り

？ ↑！わからないわからない
ことがことが わかってわかって のびたのびた

土曜教室 1 ： 30 ～ 4 ： 00
・だれでも無料 （ボランティア事業です）

大学合格実績大学合格実績大学合格実績

高校進学実績高校進学実績高校進学実績

小学生小学生小学生

●中京大２
●筑波１
●津田塾１
●帝京大２
●帝京平成大２
●東海大５
●東海学園大１
●東大１
●東京外語大 英１
●東京学芸大３
●東京家政学院大１
●東京工科大１
●東京女子大２
●東京電機大２
●東京都市大７
●東京農大１
●東京農工大１
●東京薬科大１
●東京理科大１３
●同志社４
●同志社女子大
    薬１＋１
●東北大 歯歯１＋５
●東邦大１
●東北薬科大１
●東洋大３
●常葉大
    教育特待１＋３
●旧常葉学園大３
●富山県立大２

●愛知大１
●愛知教育大１
●愛知県立大１
●愛知工大１
●青学４
●茨城大１
●岩手県立大１
●宇都宮大３
●桜美林大１
●大阪大１
●大阪府立大１
●大妻女子大１
●岡山理科大１
●お茶大２
●学習院１
●神奈川大５
●神奈川工科大１
●金沢大３
●金沢工大１
●鹿屋体育大 1
●鎌倉女子大
    管栄
●関西大１
●神田外語大１
●関東学院大１

●北里大 医医特待１
●北里大 薬１
●北里大＋２
●岐阜大
    共同獣医学科１
●京大２
●京都産業大１
●京都女子大３
●杏林大２
●近畿大１
●群馬大２
●慶応 特待１＋４
●公立
    はこだて未来１
●国学院３
●国際医療福祉大２
●国際武道大１
●国立看護大学校１
●神戸学院大 薬１
●駒沢３
●埼玉大２
●札幌医科大 医医１
●静大２４
●静岡英和学院大１
●静岡県立大 薬３

●静岡県立大＋５
●静岡福祉大
    学費免除１
●静岡理工科大１
●芝浦工大８
●島根大１
●首都大東京２
●上智３
●昭和大 医医１
●昭和女子大２
●順天堂１
●信州大４
●成蹊大 特待１＋１
●聖隷
    クリストファー３
●専修大３
●創価女子短大１
●大東文化大１
●高崎経済大１
●多摩美大１
●千葉大
    静岡県初飛び級１
●千葉大＋３
●千葉工大１
●中央 法４＋９

●名古屋大６
●名古屋外語大１
●日大 歯歯１＋１０
●日本医科大 医医１
●日本獣医生
    命科学大１
●日本女子大２
●日体大１
●浜医 医医２
●一橋１
●姫路独協大１
●広島大１
●広島国際大 薬１
●福井県立大１
●藤田保健衛生大１
●文教大１
●法政１２
●北大３
●明治１５
●明治学院大３
●名城大２
●山形大３
●山梨大５
●横浜市立大１
●横国１
●横浜薬科大 特待１
●立教６
●立正大１
●立命館２
●早稲田１０

●富士 普１５

●富士 理７

●富士宮北 普２

●富士宮西８

●富士宮東１

●富士東３

●富士見 特進１

●富士見 進１

●科学技術高１

●暁秀 アルファ２

●暁秀 特進１

●静岡英和１

●静岡聖光１

●静高１

●静岡双葉６

●清水桜が丘１

●星陵 英数１

●星陵 総合１

●星陵 中高一貫１

●星陵 普１

●聖隷 クリストファー 普１

●桐蔭学園 理１

●東海翔洋 特待１＋１

●日大三島 特１

●日大三島 進２

●沼津高専３

●沼津中央 工芸１

●飛龍１

静高 ２   

星陵英数 １

星陵総合 ７

富士高 ２８      

ヤッタネ
総合 1 番

星陵英数 １
星陵総合 ２

静高 １
静岡双葉 １

富士高 ４

数学 1 番
静高 １
静岡双葉 １  
清水南 １
星陵英数 １   
星陵総合 １  

富岳館 １
富士高 ７
富士宮北 １
富士宮西 ３
富士東 １
富士見特 １   

その他主要科目 1 番

富士宮北 ２

富士宮西 １４  

富士東 ５  

富士見特 ３

●校内総合１番 ６( 星陵１) ●校内総合２番 ４ ●校内総合３番 ７( 星陵１) ●通信簿オール５ ３

おしいね
総合２番

もうちょい 総合３番

沼津中央 １
富士高 １

富岳館 １
富士高 ２

富士宮西 ３
富士東 ２

富士宮西 １
富士見特 ２

●宮西 富士東 星陵 富士見からも 名大 東北大 北大 早大 県大薬 飛び級 MARCHなど

●英語１番 算数１３番 /６万人
　かなり先取り学習→公文国際
●算数２番 / 静岡県
　かなり先取り学習→公文国際

●小５ 「学校の勉強についていけるか不安」
　　→小６で中２英語 中１数学終了、
　　　 全国学力テスト満点

●模試の順位が半分に→暁秀

●中学受験100％合格　（暁秀２　公文国際２　星陵２）
慶慶塾塾早早対話形式個別指導対話形式個別指導対話形式個別指導

難関高大志望なら難関高大志望なら難関高大志望なら



ガリ勉ばかりじゃないよ　　将棋やチェスをしたり、 趣味の話をしたり、、、
発芽　羽化　産卵などの生き物観察 （タイムラプス撮影） や、
ミニ四駆超速改造、 ソーラー発電充電植物育成ＬＥＤ水耕栽培システム、
ミルククラウン撮影装置を作ったり、 色んな科学っぽいこともするよ♪

昇圧回路＋昇圧回路＋
スーパーキャパシタースーパーキャパシター 450nm 660nm LED450nm 660nm LED

①水滴通過センス①水滴通過センス

④ストロボ発光④ストロボ発光
③シャッター制御③シャッター制御

②タイムカウント②タイムカウント

みんな大好きみんな大好き
　 ジャンガリアン　 ジャンガリアン

数日間撮影数日間撮影
 を続けます を続けます
数日間撮影
 を続けます

蚊の羽化蚊の羽化蚊の羽化 産卵産卵

4 ミリ大の4 ミリ大の
ミジンコミジンコ

4 ミリ大の
ミジンコ

産卵
みんな大好き
　 ジャンガリアン

昇圧回路＋
スーパーキャパシター 450nm 660nm LED

①水滴通過センス

④ストロボ発光
③シャッター制御

②タイムカウント

(0544)25-3715
富士宮市中央町 9-13 駿河屋ビル１F

慶慶塾塾早早対話形式個別指導対話形式個別指導対話形式個別指導
難関高大志望なら難関高大志望なら難関高大志望なら

こんなにのびました♪

早慶塾ではこんな生徒がのびやすいです

●高めの明確な目標がある　　　　●何はともあれ集中力ありき

●ある程度素直

●めんどうくさがり
●遠慮なく質問できる

●効率よく勉強したい

●疑問をもつ

●よくしゃべる

●富士総合 108 番→1 番→慶応♪

●富士東総合 51 番→１番→早稲田♪

●宮北数学偏差値 30 台→1 番♪

●宮西総合 100 番くらい→4 番

●宮西総合 260 番 /280 人→16 番

●星陵総合 60 番 /80 人→一気に 5 番

●富士数学 300 番くらい→総合 3 番

    →北大 ( 工 )

    →専攻首席卒、 学会賞受賞♪

●宮西→東海大→早慶塾アルバイト

    →専攻首席卒、 総長賞受賞♪

●富士総合ビリ→真ん中くらい→静大 ( 教 )

●富士総合ブービー →真ん中くらい

    →公立大！

●宮北ほとんどビリ , 志望校 E 判定

    →倍率５倍突破！

●富士理数科ビリ→総合 2 番→京大 ( 工 )

●富士総合 200 番→3 番→名古屋大 ( 文 )

●富士総合 100 番台→7 番→大阪大 ( 工 )

●富士総合 270 番台→17 番

　　　→東北大 ( 歯歯 )

●富士東 「本当に絶望的」→総合 1 番♪

私は最初大手の塾に通っていましたが、学校のような授業形
式が苦手で、自分のペースで勉強したいと思っていたところ、
母が「変わった塾があるよ」とチラシを見せてくれたのが中
3の時でした。 　確かに変わった塾でした。 黒板やプリント
を使う授業ではなく、自分でやりたい問題集の質問ができ、
好きな時間に行き、好きな時間に帰る。全て自分で決めるこ
とができる。まさに自分が探していた塾でした。そして私は
西高に進学し、高校では文系に。  将来どんな事を目指そう
かと考えてみたら、私の母が食べ物関係の仕事をしているこ
とが一番の刺激でした。そこから栄養系のことを勉強したい
と思い始めました。  文系から理系科目を受験する私にとっ
ては、数学と化学の勉強はとても大変でしたが、市場先生や、
友達のおかげで苦手な化学を克服することができました。途
中、頭が疲れた時は参考書の他に心理の本や、食べ物の本が
あり、そうした本を見たり、先生と食べ物や栄養の話をしま
した。 時々先生は塾で晩ご飯を作っているのですが、いつ
だったか激辛唐辛子を調理していて、辛味成分が化学テロの
ようで、喉が痛かくなったことは今でも忘れません笑。　こ
のように楽しいことがたくさんあり、塾に通うことも、先生
との会話も楽しかったです！塾が楽しいと思える時が来るな
んて思ってもみませんでした笑。　この塾は、納得できるま
で考えたい、自分で計画を立てて勉強したい、好きな時に休
憩したい。そんな方にオススメします。　そして、私は今、
大学に入るとすぐにテストがあるので、受験が終わった現在
も塾で勉強中です。

私は、塾に入るまでは勉強をほとんどしていなくて学校のテ

ストでは、いつもビリやビリに近い順位を取っていました。 

看護師を目指していましたが、高 2の冬に担任の先生に今の

成績のままでは看護系の学校に進学するのは難しいと言われ

ました。 　そんな時に、早慶塾を見つけ入塾しました。 私は

集中力が無く、勉強は長く続けられなかったのですが早慶塾

では不思議と集中できました。 　他の生徒さんの頑張ってい

る姿を見て私も頑張ろうと思えました。　分からない問題は

先生に聞いて、今まで知らなかった解き方なども教わり勉強

の楽しさを知ることができました。 　何より先生が面白くて

いつもリラックスした状態で勉強出来たのが良かったです。

　 先生の面白い話を聞くのが私の楽しみでした！早慶塾に

入ったおかげで学力が上がり、塾に入る前の私だったら絶対

行けなかったであろう看護の大学に合格することができまし

た。 　学校の先生達も私が合格すると思っていなかったらし

く驚いていました。　早慶塾に入って勉強嫌いな自分を変え

ることができました。 　先生にはとにかく感謝しています。 

先生のような素晴らしい方に出会えて本当に良かったです。 

ありがとうございました！

　早慶塾のことはチラシで知りました。　これから３年とい

う時期の春休みに、このままじゃ大学に行けない・・・とは

思いながらもやる気がなく寝ていたところ、親が何枚か塾の

チラシを持ってきました。　僕は中学生の時、大手の授業形

式の塾の短期講習に数週間通っていましたが、授業にさっぱ

りついていけず、宿題も本当に嫌いだったので、それっきり

塾に通うことはしませんでした。　また塾に行っても同じだ

ろうと思いましたが、早慶塾のチラシだけは異彩を放ってい

ました。その中の「自習」という言葉に魅力を感じ、おため

しもできるということで、ここに行ってみようと思いました。  

結果は大当たりでした。　初めは志望大学をごまかすほどひ

どい成績で、理系の塾なのに、文系で数学は基礎から壊滅的、

という状態でした。ですが教室内ではかつてないほどに集中

力がみなぎり、先生にわからないところだけを教わりながら

非常に効率的に学習を進められ、数学の負担が減ったことに

より他の教科にも余裕がでて、学校でも総合で１番や２番な

ど考えられないような成績をとることができるようになりま

した。　僕は勉強で大切なのは第一に集中力だと考えていま

すが、僕のように集中力に欠ける人間でも、早慶塾ではそれ

が最大限に保証されます。正直に言って、僕はこの塾に通う

とき、必ずしも意欲的ではなく、親に文句を言われるのが嫌

でしぶしぶ通うときもままあ りました。　しかしこの塾で

は、意気揚々と中に入ろうが、嫌々入ろうが同じことで、一

度教室に入ってしまえば沸々とやる気がわきあがってきま

す。先生もいい意味で緊張感に欠ける人柄という感じで、ほ

かの塾生も志高く、全体で良い雰囲気を作っています。　僕

の唯一の後悔は、もっと早くにこの塾に通っていれば良かっ

た・・・ということです。　本当にいい塾です。　ありがと

うございました。

　私は富士高の授業に全然ついていけませんでした。　はじ
めは大手の塾に通っていましたが、学校の宿題を丁寧に行う
時間が取れず、テストでも模試でも赤点ギリギリの成績でし
た。入学してはじめて通知表をもらったとき多すぎる 3の数
に驚きました。　友達に早慶塾を紹介してもらいこの塾に入
りました。　早慶塾はわからないところを質問でき宿題を集
中して丁寧に行うことができました。　効率よく勉強できま
した。部活との両立もできました。　ただ答えを教えるだけ
でなく、ヒント、また別の解き方、効率的な勉強の仕方など
教えていただきました。　センターでは自己ベストをとるこ
とができ、第一志望の大学に合格することができました。　
今までありがとうございました。

　僕は、小６の冬に早慶塾に入りました。　大手塾の短期講
習をよく利用していたので、最初はそちらへの入塾を考えて
いました。　しかし、親が広告を見つけ、薦められるがまま
にこの早慶塾のおためしに。　不安な気持ちでいっぱいだっ
た小６の僕は、そこで新しい世界を知りました（笑）　それ
まで利用していた大手塾とは何もかもが違いました。自分が
分かっているところをやる必要はありません。　分からない
ところを先生に質問すれば、答えやそこまでの解法をイン
ターネットのごとくパパパっと教えてくれます。　そんな早
慶塾が衝撃的で、すぐさま入塾しました。また、僕の趣味の
話にも先生は付き合ってくださり。　というか、先生のほう
がそれについて知っていたりします（笑）本当に何でも知っ
ているので、どんな趣味を持っている人でも話ができるで
しょう。　そんな素晴らしい環境で勉強ができたおかげで、
第一志望の沼津高専に合格することができました。　３年間、
本当にありがとうございました！

宮西→鎌倉女子大 ( 管理栄養 )宮西→鎌倉女子大 ( 管理栄養 )宮西→鎌倉女子大 ( 管理栄養 ) 宮北ビリ→国際医療福祉大宮北ビリ→国際医療福祉大 ( 小田原看護 )( 小田原看護 )宮北ビリ→国際医療福祉大 ( 小田原看護 )

富士ビリ→静大 ( 教 )富士ビリ→静大 ( 教 )富士ビリ→静大 ( 教 )

宮西ひどい成績→総合 1 番 北大 ( 法 )宮西ひどい成績→総合 1 番 北大 ( 法 )宮西ひどい成績→総合 1 番 北大 ( 法 )

総合１番→沼津高専総合１番→沼津高専総合１番→沼津高専

麦の発芽麦の発芽麦の発芽
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