
夏期無料教室夏期無料教室夏期無料教室

検索早慶塾ホームページをご覧の上お問い合わせくださいホームページをご覧の上お問い合わせくださいホームページをご覧の上お問い合わせください

富士高理数科卒　　  早稲田大学 理工学部卒富士高理数科卒　　  早稲田大学 理工学部卒

東京大学 学術修士　東京大学 博士後期課程中退東京大学 学術修士　東京大学 博士後期課程中退

富士高理数科卒　　  早稲田大学 理工学部卒

東京大学 学術修士　東京大学 博士後期課程中退

指導 : 市場 良太指導 : 市場 良太指導 : 市場 良太

富士         数学２９０番→とっても伸びたね６番

富士         総合２００番→だんだん上がって１４番

富士         総合２００何十番→だんだんあがって１７番

富士         総合８０番→だんだん上がって１４番

富士         総合１０４番→だんだん上がって７番

富士         総合１８０番→だんだん上がって２０番

富士 ２００番台から北大合格

富士 高校入学時クラス最下位→学年総合２番

富士 化学赤点 [２]→通塾３ヶ月で [７]

富士 数学追々試常連→学年１桁順位

富士 総合１０８番→１番、 県２番全国６３番

富士宮北 英語、 クラス内順位下から２番目→上から２番目♪

富士宮北 数学偏差値３０台→学年１番 

富士宮西 総合１４０番→だんだん上がって７番

富士宮西 総合２６０番台→１６番

富士東 数学２５０番アップ

富士見特 いつのまにか総合２番取っちゃいました

こんなに伸びました♪こんなに伸びました♪

みんな対応みんな対応

春夏冬休み課題春夏冬休み課題

先取り学習先取り学習

普段の勉強、課題普段の勉強、課題定期、実力、模擬試験定期、実力、模擬試験

高校受験高校受験 センター試験センター試験 ２次、私大試験２次、私大試験

春夏冬休み課題

先取り学習

普段の勉強、課題定期、実力、模擬試験

高校受験 センター試験 ２次、私大試験みんな対応

慶慶塾塾早早対話形式対話形式
個別指導個別指導 富士宮駅

神田通り神田通り神田通り

セブンセブンセブン

じゅく中央町 9-13中央町 9-13
駿河屋ビル 1F駿河屋ビル 1F
でんわ (0544)でんわ (0544)
　25-3715　25-3715
にっこりみんないこうにっこりみんないこう

中央町 9-13
駿河屋ビル 1F
でんわ (0544)
　25-3715
にっこりみんないこう

Ｐ

・ 7/23 月～ 9/1 土

・ 38 日間無料

・ 月～土 : 午後１時～４時

　　質問、 自習できます

・ 日曜 ： 午後１時～７時

　　自習のみ

・ 対象 ： 塾生、 新規利用者

・ 平日４時～１１時は塾生のための通常指導となります
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大学合格実績大学合格実績
授業料　教科数によらず、毎日利用しても中学生 \10,500/月～　　高校生、既卒生 \16,800/月～授業料　教科数によらず、毎日利用しても中学生 \10,500/月～　　高校生、既卒生 \16,800/月～授業料　教科数によらず、毎日利用しても中学生 \10,500/月～　　高校生、既卒生 \16,800/月～

国公立国公立 48 48国公立 48

私立私立 78 78私立私立 78 78

高校進学高校進学
実績実績

難関高難関高 18 18難関高 18 静岡雙葉 2静岡雙葉 2静岡雙葉 2 富士高 普9富士高 普9富士高 普9 富士高 理5富士高 理5富士高 理5桐蔭学園 理桐蔭学園 理桐蔭学園 理暁秀 アルファ暁秀 アルファ暁秀 アルファ

公立高公立高 9 9公立高 9
富士宮北 普富士宮北 普富士宮北 普 富士宮東 普富士宮東 普富士宮東 普 富士東 2富士東 2富士東 2富士宮西 4富士宮西 4富士宮西 4清水商業清水商業清水商業

私立高私立高 11 11私立高私立高 11 11

静岡聖光静岡聖光静岡聖光 星陵 総合星陵 総合星陵 総合 星陵 普星陵 普星陵 普星陵 英数 星陵 英数 星陵 英数 静岡英和静岡英和静岡英和

日大三島 特日大三島 特日大三島 特 富士見 進 富士見 進 富士見 進 富士見 特富士見 特富士見 特 飛龍飛龍飛龍日大三島 進2日大三島 進2日大三島 進2

●高校生、 既卒生●
　近隣進学高校は十分な課題が出されており、 授業と課題をきちんとこなす
ことができれば難関大を含む殆どの大学入試に対応できる状況です。 　まず
は学校の授業進度、 課題を大切にしましょう。 また自分で進める受験問題、
模試過去問、 その他学習にも対応しています。 どんどん勉強してどんどん質
問してください。
●中学２， ３年生●
・ 難関高を目指したい　 ・ 学校 塾 予備校のわかりきった一斉授業はつまらな
い　 ・ 中学高校の学習、 特に数学を先取りしたい　そんな生徒さんに向いて
います。 塾で薦める教材、 自分でやりたい教材、 どちらでも学習できます。
●便利です●
　最長平日７時間、 日曜６時間、 ひと月１９２時間塾を利用することができま
す。 余計な講義がないので効率的に学習できます。

１週間無料でおためしできます１週間無料でおためしできます～7/21～7/21

　授業はちょっと変わっています。 　黒板、 プリント、 課題も予習も無し。

教材は学校で使っているものでも、 自分でやりたいものでも何でも可。

自分で勉強してわからないことを、 質問 対話や議論を通して学習でき

る、 生徒主体の授業です。 　「ハテナ？」 は成績を伸ばしたいと思って

いる生徒の、とても大事な勉強法です。 　生徒の解答 / 解法に 「違うよ」 

「こんなふうにやったら？」 と指導、アドバイスもしますが、それ以上に 「こ

こまでわかったけどその先がわかんない」、   「他の考え方は？」 など、 生

徒の自己主張を大いに期待します。 　教室は 「表現の場」 、適度なおしゃ

べり歓迎、 あなたの考えていることを教えてください。 早慶塾は成績の

みならず、 対話、 説明能力の向上も目指しています。

愛知教育大愛知教育大愛知教育大

茨城大茨城大茨城大

岩手県立大岩手県立大岩手県立大

宇都宮大 宇都宮大 3宇都宮大 3

大阪府立大大阪府立大大阪府立大

鹿屋体育大鹿屋体育大鹿屋体育大

群馬大群馬大群馬大

埼玉大 2埼玉大 2埼玉大 2

静大 12静大 12静大 12

静岡県立大 静岡県立大 +4+4静岡県立大 +4

信州大信州大 3 3信州大 3

高崎経済大高崎経済大高崎経済大

千葉大 千葉大 ＋2＋2千葉大 ＋2

東京学芸大東京学芸大東京学芸大

東京農工大東京農工大東京農工大

富山県立富山県立大 大 2富山県立大 2

山形大山形大 3山形大 3

山梨大 山梨大 5山梨大 5

横浜市立大横浜市立大横浜市立大

岡山理科大岡山理科大岡山理科大

愛知大愛知大愛知大

愛知工大愛知工大愛知工大

桜美林桜美林桜美林

近畿大近畿大近畿大

神奈川大 神奈川大 5神奈川大 5

関東学院大関東学院大関東学院大

北里大 北里大 薬 +1薬 +1北里大 薬 +1

京都女子大京都女子大京都女子大

杏林大杏林大杏林大

芝浦工大 芝浦工大 4芝浦工大 4

國學院國學院國學院

国際医療福祉大国際医療福祉大国際医療福祉大

国際武道大国際武道大国際武道大

駒沢駒沢大 2大 2駒沢大 2

静岡静岡英和学院大英和学院大静岡英和学院大

帝京平成大 2帝京平成大 2帝京平成大 2

昭和女子大 2昭和女子大 2昭和女子大 2

聖隷聖隷クリストファークリストファー 2聖隷クリストファー 2

中京大中京大中京大

津田塾津田塾津田塾

帝京帝京大 2大 2帝京大 2

日大 日大 歯 +8日大 歯 +8

東京農大東京農大東京農大

東京薬科大東京薬科大東京薬科大

東北薬科大東北薬科大東北薬科大

常葉学園大 葉学園大 3常葉学園大 3

名古屋外語大名古屋外語大名古屋外語大

日体大日体大日体大

姫路独協大姫路独協大姫路独協大

文教大文教大文教大

明治学院大明治学院大明治学院大

名城大 名城大 2名城大 2

東海大 東海大 4東海大 4

東海学園大東海学園大東海学園大

東京女子大 2東京女子大 2東京女子大 2

東京電機大東京電機大東京電機大

  ( 武蔵工大 ) 6  ( 武蔵工大 ) 6

東京都市大東京都市大

  ( 武蔵工大 ) 6

東京都市大

難関大難関大 84 84難関大 84 東北大 5東北大 5東北大 5 名古屋大 4名古屋大 4名古屋大 4

お茶大 2お茶大 2お茶大 2 京大京大京大 浜医 医医2浜医 医医2浜医 医医2 北大 2北大 2北大 2一橋一橋一橋

首都大東京首都大東京首都大東京 中央 法3+8中央 法3+8中央 法3+8上智 2上智 2上智 2

静岡県立大 薬3静岡県立大 薬3静岡県立大 薬3 慶応 5慶応 5慶応 5関西大関西大関西大青学 2青学 2青学 2

東京外語大東京外語大東京外語大 早稲田 5早稲田 5早稲田 5明治 11明治 11明治 11 立教 3立教 3立教 3

東大東大東大筑波大筑波大筑波大 日本医科 医医日本医科 医医日本医科 医医 法政 8法政 8法政 8

愛知県立大愛知県立大愛知県立大

金沢大金沢大金沢大

静岡理工科大静岡理工科大静岡理工科大

東京家政学院大東京家政学院大東京家政学院大

日本女子大日本女子大日本女子大

多摩美大多摩美大多摩美大

東京工科大東京工科大東京工科大

京都産業大京都産業大京都産業大

創価女子短大創価女子短大創価女子短大
東京理科大 8東京理科大 8東京理科大 8 同志社 2同志社 2同志社 2千葉大千葉大千葉大飛び級飛び級飛び級

校内１番たくさんでました♪校内１番たくさんでました♪
高校総合１番８人　高校数学１番１２人　高校英語１番７人　高校物理１番５人　高校化学１番４人

これまでの実績です
合格実績 ： 延べ数
進学実績 ： 実数
色々な順位 ： 実数

中学総合１番２人

・難関高を志望する中学２年生、中学３年生
・先取り学習をしている
　　/したい中学２年生、中学３年生
・成績上位を目指す高校１年生、高校２年生
・難関大を志望する高校３年生、既卒生　若干名

・質問できるだけの勉強をしている
・遠慮なく質問できる、議論好き
・効率、要領よく勉強したい

塾生募集塾生募集 こんな生徒さんにこんな生徒さんに
向いています向いています

・明るい　寛容　大雑把
　面倒くさがり＆工夫好き
・ある程度素直

指導教科指導教科 数 英 物 化  数 英 物 化 &簡単な実験&簡単な実験


