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個別指導個別指導

土日無料教室はじめました土日無料教室はじめました
　市場、 望月共に小学校で学習支援ボランティアをしています。 　してみて思っ

たのはボランティアの必要性。 　早慶塾でもボランティアをしようと思い、自習、

質問議論が出来る機会をもうけました。 やる気があるのならだれでも利用で

きます。

●土曜日　10 ： 00-13 ： 00　自習できます

●土曜日　13 ： 00-16 ： 00　質問できます

●日曜日　13 ： 00-19 ： 00　自習できます

※必要なもの ： 勉強するもの、 指導用のノート

指導 ： 市場 勇太
富士高理数科卒　　 東京理科大 理工学部卒
名古屋大学大学院 修士 , 博士単位取得退学 

少人数個別指導少人数個別指導
指導教科　　中学　数学　英語　理科 
詳細は直接お問い合わせください。
携帯 ： 090-6762-6632

●成績上位を目指す生徒 ●難関高大を志望する生徒 ●先取り学習をしている , したい生徒●遠慮なく質問できる , 議論好き

●質問できるだけの勉強をしている

●明るい 寛容 大雑把 面倒くさがり 工夫好き●効率 , 要領よく勉強したい ●ある程度素直

●塾生募集塾生募集 ●こんな生徒さんに向いていますこんな生徒さんに向いています

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 小３～高３ 既卒生小３～高３ 既卒生

●小学生 , 中学生
・ 成績上位を目指したい ・ 難関高大を目指したい　 ・ 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。 　塾が薦める教材、 自分でやりたい教材、 どちらでも学習できます。
●高校生
　近隣進学高校で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。

高校生　既卒生  小中学生

●入塾金　\0
●教材費　\0～　自分で進めたい教材で学習でき
ます。　また塾が薦める教材等は必要に応じて各自
でお求めください。　塾にも教材はいろいろありま
すが、勉強するものと指導用のノートを持参してく
ださい。
●その他諸経費　\0　特にありません。
●左記の授業料で全教科の指導が受けられます。
初月は日割りです。
●午後10時～11時は学年に応じて自習（と言いつ
つ質問にこたえたり）時間があります。
●望月の指導は火木土4：00-7：00です。
●ひと月の営業は月水金が12日間、火木土が12
日間、日曜日は4日間です。

利用できる時間帯利用できる日 授業料/月

午後4:00-7:00まいにち \10,500

4:00-10:00月    水    金 \21,000

4:00-10:00まいにち \25,200

4:00-10:00    火    木    土 \21,000

\25,200

\16,800

\31,500

\25,200

利用できる時間帯利用できる日 授業料/月

午後4:00-7:00まいにち

4:00-10:00月    水    金

4:00-10:00まいにち

4:00-10:00    火    木    土

時間割 授業料 時間割 授業料 

●総合２００何十番→だんだん上がって１７番

●数学２９０番→とっても伸びたね４番 ●総合８０番→だんだん上がって１４番

●総合１８０番→だんだん上がって１５番 ●理数科内最下位→京大 　　　合格工学部

●総合１０８番→１番、 県２番全国６３番

●数学校内偏差値３０台→１番

●総合２６０番台 /２８０人→１６番●入塾ひと月で総合６０番 /８０人→５番

●英語　クラス内順位下から２番目→上から２番目

どんな指導？どんな指導？ こんなに伸びました♪こんなに伸びました♪
　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、 塾が薦

める教材 , カリキュラムでも何でも可。 　

　　　　　　　　『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にとって、 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。 

●総合２００番→だんだん上がって３番 ●総合１０４番→だんだん上がって７番

※校内の試験順位

検索早慶塾

詳しくはホームページを詳しくはホームページを
ご覧くださいご覧ください

詳しくはホームページを
ご覧ください

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

富士高卒　福井工大卒（建築学首席）富士高卒　福井工大卒（建築学首席）

養蜂家　建築士　英検２級　中検２級養蜂家　建築士　英検２級　中検２級

富士高卒　福井工大卒（建築学首席）

養蜂家　建築士　英検２級　中検２級

教科教科 ： ： 数学 算数 英語 物理 化学 理科１分野 簡単な実験数学 算数 英語 物理 化学 理科１分野 簡単な実験教科 ： 数学 算数 英語 物理 化学 理科１分野 簡単な実験 教科 :教科 : 小学生 ５教科　中学生 英語 数学 理科 小学生 ５教科　中学生 英語 数学 理科教科 : 小学生 ５教科　中学生 英語 数学 理科

春夏冬休み課題春夏冬休み課題春夏冬休み課題先取り学習先取り学習先取り学習 普段の勉強、課題普段の勉強、課題普段の勉強、課題定期、実力、模擬試験定期、実力、模擬試験定期、実力、模擬試験

高校受験高校受験高校受験 センター試験センター試験センター試験 国公立大、私大受験国公立大、私大受験国公立大、私大受験みんな対応みんな対応みんな対応

指導指導 : : 市場 良太市場 良太指導 : 市場 良太 指導指導 : 望月 千晴望月 千晴指導 : 望月 千晴

中学受験中学受験中学受験



大学合格実績大学合格実績

国公立国公立 73 73国公立 73

私立私立 137 137私立私立 137 137

難関高難関高 18 18難関高 18 静岡雙葉 2

富士高 普9 富士高 理5桐蔭学園 理

暁秀 アルファ 公立高公立高 9 9公立高 9 富士宮北 普

富士宮東 普 富士東 2富士宮西 4

清水商業

私立高私立高 11 11私立高私立高 11 11
鹿屋体育大

群馬大

埼玉大 2

静大 12

静岡県立大 +4

信州大 3

高崎経済大

千葉大 ＋2

東京学芸大

東京農工大

富山県立大 2

山形大 3

山梨大 5

横浜市立大

愛知大

愛知工大

東北大 5
名古屋大 4

お茶大 2

京大
浜医 医医2

北大 2
一橋

首都大東京

中央 法3+8

上智 2静岡県立大 薬3

慶応 特待1＋4

関西大

青学 2

東京外語大英

早稲田 5

明治 11

立教 3

東大

筑波大

日本医科 医医

法政 8

愛知教育大

茨城大

岩手県立大

宇都宮大 3

大阪府立大

愛知県立大

金沢大

日大 歯 +8

東京薬科大

東北薬科大

常葉学園大 3

名古屋外語大

日体大

姫路独協大

文教大

明治学院大

名城大 2

日本女子大

帝京平成大 2

帝京大 2

東京農大

東海大 4

東海学園大

東京女子大 2

東京電機大

  ( 武蔵工大 ) 6

東京都市大

東京家政学院大

東京工科大

岡山理科大

桜美林

近畿大

神奈川大 5

関東学院大

北里大 薬 +1

京都女子大

杏林大

國學院

国際医療福祉大

京都産業大

芝浦工大 4

国際武道大

駒沢大 2

静岡英和学院大

昭和女子大 2

聖隷クリストファー 2

中京大

津田塾

静岡理工科大

多摩美大

創価女子短大

東京理科大 8

同志社 2

●中学総合１番２人●高校総合１番８人●高校数学１番１５人
●高校英語１番７人●高校物理１番６人●高校化学１番４人

静岡聖光 星陵 英 総 普 静岡英和 飛龍日大三島 進2 特 富士見 進 特

大学合格実績 大学合格実績 延べ延べ210210

高校進学実績 38高校進学実績 38

中学合格実績中学合格実績 暁秀 バイリンガル 公文国際学園

校内１番たくさんでました♪校内１番たくさんでました♪

●模試で英語１番、算数１３番（60,000人中）

千葉大
高２で飛び級
静岡県第1号♪

●この塾最大のウリは、 やはり市場先生とその塾生方々のつくる塾の雰囲気ではないで
しょうか。 　自分はいくつかの塾を経験してきましたが、 この塾のソレは異質なものであっ
たと言えます。 　もともと張り詰めて極度に緊張した雰囲気で勉強するのが苦手だった自
分としては、 先生と塾生達がお互い自然体で学び合うこの塾の空気がとても合っていた
と言えます。 　個性的な先生とのお喋りを通して、 狭かった自分の世界観が確かに広が
りましたし、 伸ばしたかった数学についても、 先生が様々なアプローチの仕方を教えてく
ださり、 その一つひとつが目から鱗で確かに力になりました ( あの判断力を強化するゲー
ムはスゴいですね！ )。 　勉強が得意でも苦手でも、 この塾では垣根はありません。 　仲
間達が集う学び舎的なこの塾が僕は大好きです。
●私は中学の頃から数学が苦手で、 第一志望は三科目で受験できる大学に高校入学の
前から決めていました。 　しかし高校の授業は難しくて、 必須科目の英語もまったくわか
らず、 何度もクラスを落とされそうになりました。 　このままでは第一志望なんてとても
受からないと思っていたところに、 家族が早慶塾をすすめてくれました。 　市場先生にご
指導いただいて、 それまでの自分の勉強方にいかに無駄が多かったのか気付くことがで
きました。 　また塾生の皆さんも優秀な人ばかりで、 暗記と復習のつらい繰り返しの中、
刺激を受けて集中することができました。 　家でやる何倍も効率がよかったです。 　早慶
塾のおかげで、 三年間英語のクラスを落とすことなく、 第一志望に合格することができま
した。 　これほど柔軟な学習塾は他にありません。 　理系の塾なのに英語しかやらず、 ど
うでもいいような細かいところばかり聞いてくる生徒にも懇切丁寧に教えてくださり、 本
当に感謝しています。 　他の塾生さんに申し訳ないほど、 長時間先生を独占してしまった
こともたくさんありました。 　それでも何度も一緒に考えてくださいましたね。 　先生のこ
うした懐の広さをとても尊敬しています。 　人見知りのひどいわたしも、 先生とお話しす
るのは楽しみでした。 　ぜひまたお邪魔したいです。 　二年半、 本当にありがとうござい
ました。

●早慶塾の一番いいところは、 自分で勉強して、 分か
らないことだけを先生に質問できるところだと思いま
す。 　よく考えてから質問できるので、 とくに数学など
は自分のペースで勉強出来てとてもやりやすかったで
す。 　あと、 友達が増えたことも嬉しいことでした。 　
私は知らない人に自分から話しかけたり出来ないので
すが、 早慶塾では私に話しかけてくれる子がたくさんい
て、 自然に打ち解けて話せるようになりました。 　先生
もみんなも博識で、 理系文系にかかわらずいろんなジャ
ンルの話をしました。 　先生には、 勉強を教えてもらう
ときに、 今高校で勉強していることが実際にどういった
ものに実用化されているのか、 ということも話してもら
いました。 　高校の勉強がただの 「勉強」 ではなく 「学
問」 として感じられて楽しかったです。 　あと、 先生と
クラシック音楽の話が出来たり、 食虫植物を間近で見
られたりして、 本当に楽しく過ごせました。 　高校生活
の中で塾は本当に大きな部分を占めていたと思います。
　先生本当にありがとうございました。
●私は中 2 の夏に早慶塾に入りました。 本当は勉強は
キライで、 勉強よりは塾の先輩方とのおしゃべりが楽し
くて塾に通っていました。 　しかし先生のアドバイスや
先輩方からの影響により、 富士高を目指そうと頑張る
ようになり、 勉強もだんだんわかるようになりました。
 　富士高合格後も塾に通いました。 　高校の数学や理
科は本当に大変で、 理解するまで先生は根気よく教え
てくれました。 　時には数日にわたって同じ問題を考え
ることもあり、 わかるまで付き合っていただき助かりま
した。
 　駅の近くにあるので、 学校帰りに塾によっておしゃべ
りや食事、 勉強をするのが私の高校生活の一部でした。
　ご飯を食べられるのは本当に便利です。 　勉強に飽
きたら、 先生や塾生とおしゃべりをしました。 　先生の
ギャグセンスは高尚すぎて時々ついていけませんでした
が、 賑やかな雰囲気で楽しかったです。
 　東北大や富士高にうかったことや、 テストで上位者
になれたこともうれしいですが、 親身になって相談を聞
いてくださったことが一番うれしかったです。 　塾で過
ごした時間は勉強以上に有意義なものでした。

難関大難関大 82 82難関大 82

卒業生からのコメント卒業生からのコメント卒業生からのコメント卒業生からのコメント

たまにはこんなことも オオミジンコに緑の水

体長 4mm ミジンコは金魚のエサ

アホ面のウーパールーパー

自作ミルククラウン撮影装置

植物たくさん

　塾にはいろんなものがあります 電気電子工作 ソーラー発電充電 多肉食用食虫観葉植物 魚えび貝 ミジンコ 4 種 昆虫観察 

カメラ色々 音楽 PC 小物 おもちゃ ボードゲーム トランプ２０数組 おしゃべり 合格パーティ 残念パーティ いろんな刺激、、、
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