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｢ひとりひとりのために｣をより進化させるために、

２０１５年横川校中学部が新しいシステ

ムに生まれ変わります！ 

  ― 受動から能動へ ― 

☆ グループ個別指導：授業形式ではなく、ひとり一人の疑問に対応します。 

☆ 自立学習：参考書、辞書、教科書等を使って、できる限り自分の力で答えに辿りつ

き、練習を重ね覚える学習です。受け身の学習から積極的学習の習慣化を目指します。 

☆高校生の日数との関係で 20 名程度とします。 

☆グループ個別指導 2 日＋自立学習 1 日 

☆月曜日、水曜日、金曜日、土曜日の中から選択 

  例） グループ個別指導（月・金）＋自立学習（水）など 

☆自立学習は各曜日 5 名ずつ 

☆中 3 年生は 2 学期よりグループ個別指導が 1 日増えます。 

☆1 日の学習時間は、原則 2．5 時間としますが、希望者は 19 時より学習できます。 

☆入塾診断テストは、より丁寧なカウンセリングのために実施します。数学と英語の各

１０分程度の基礎的なテストです。 

☆中３年生は、２学期より土曜日（13:30～15:40）の学習が始まります。 

 月・水・金・土の週 4 日で 21,000 円（税込 22,680 円）です。 

☆水曜日と金曜日、土曜日の 17:00～18：30 （土曜日は自立学習） 

☆月謝は、上記と同額の 18,000 円（税込 19,440 円） 

 

☆教科・学習日： 英語：水曜日 / 数学：土曜日 

☆月謝 1 科目 10,000 円（税込 10,800 円） 2 科目 18,000 円（税込 19,440 円） 

      ※高校生の自立学習は全曜日可能です。 

 

☆教科・学習日： 国語・算数・英語 / 月曜日と土曜日 

      16：00～16：40 英語  16：50～17：35 国語/算数  

17：45～18：30 国語/算数  ※曜日、科目は選べます。 

❀大学大学大学大学    

福岡女子大学（国際文理）Sさん（加治木） 

千葉大学（園芸学部） Yさん （加治木） 

鹿児島大学（理学部） Oくん （加治木） 

鹿児島大学（理学部） Sくん （国分） 

九州女子大学（人間科学） Yさん （加治木） 

熊本県立大学（食健康） Iさん （加治木） 

鹿児島純心女子大学（看護） Sさん （国分） 

神戸女子大学（日本文学） Mさん （加治木） 

崇城大学（芸術学部） Oさん （国分） 

鹿児島純心女子短期大学（食物） Oさん （国分） 

第一幼児教育短期大学 Sさん （大口） 

 

❀高校（公立）高校（公立）高校（公立）高校（公立）/ / / / 普通科系普通科系普通科系普通科系    

加治木高校 Mさん（ 日当山） 

加治木高校 Kさん （舞鶴） 

加治木高校 Sさん （横川） 

国分高校 Uくん （隼人） 

国分高校 Sさん （隼人） 

国分高校 Hくん （隼人） 

国分高校 Sくん （国分） 

国分高校 Eさん （国分） 

国分高校 Yさん （国分） 

国分高校 Mさん （国分） 

大口高校 Sくん （横川） 

福山高校 Mくん （国分） 

松陽高校 Aさん （隼人） 

 

❀高校（公立）高校（公立）高校（公立）高校（公立）/ / / / 商業・総合商業・総合商業・総合商業・総合    他他他他    

鹿児島女子高校 Ｔさん （横川） 

国分中央（生文） Aさん （隼人） 

国分中央（生文） Yさん （国分） 

国分中央（生文） Sさん （国分） 

国分中央（生文） Mさん （国分） 

国分中央（生文） Tさん （国分） 

国分中央（生文） Oさん （国分） 

国分中央（生文） Kさん （国分） 

国分中央（ビ情） Fくん （隼人） 

国分中央（ビ情） Oさん （国分） 

国分中央（ビ情） Iさん （国分） 

国分中央（ビ情） Mさん （国分） 

国分中央（ビ情） Mさん （国分） 

国分中央（園工） Tくん （国分） 

国分中央（ス健） Hくん （国分） 

霧島高校（総合） Iさん （国分） 

福山高校（商業） Nさん （隼人） 

 

 

❀高校（国公立）高校（国公立）高校（国公立）高校（国公立）/ / / / 工業系工業系工業系工業系    

鹿児島高専（情報） Sさん （日当山） 

鹿児島工業（Ⅱ類） Tくん （国分） 

加治木工業（機械） Uくん （舞鶴） 

加治木工業（機械） Nくん （国分） 

加治木工業（機械） Iくん （国分） 

加治木工業（機械） Kくん （横川） 

加治木工業（電子） Yくん （隼人） 

加治木工業（電子） Oさん （隼人） 

加治木工業（工化） Eくん （隼人） 

加治木工業（工化） Kさん （隼人） 

加治木工業（工化） Nくん （隼人） 

加治木工業（土木） Kくん （国分） 

加治木工業（土木） Kくん （国分） 

霧島高校（機械） Oくん （国分） 

隼人工業（イン） Sさん （隼人） 

隼人工業（情技） Oくん （国分） 

隼人工業（電機） Oくん （隼人） 

隼人工業（電機） Dくん （横川） 

隼人工業（電機） Kくん （牧園） 

 

❀高校（私立）高校（私立）高校（私立）高校（私立）    

出水中央高校 Iさん （隼人）特待 

鹿屋中央高校（スポーツ） Aくん （横川）特待 

鹿児島第一高校 Tさん （日当山） 

龍桜高校（看護） Sさん （隼人） 

龍桜高校（看護） Gさん （日当山） 

龍桜高校（看護） Uさん （国分） 

龍桜高校（モード） Ｔさん （国分）特待 

龍桜高校（医福） Nさん （隼人） 

龍桜高校（医福） Tさん （隼人） 

鹿児島情報高校（情シ） Oくん （国分）特待  

鹿児島城西高校（社福） Yくん （山田） 

 

鹿児島高校英数科、鹿児島実業文理

英数、鹿児島第一、特待などで多数合

格 

 

高校部 

小学部 

中学部 

●●●●    時間時間時間時間/20:30/20:30/20:30/20:30〜〜〜〜22:0022:0022:0022:00    

●●●●    場所場所場所場所////国分教育ゼミナール（横川校）国分教育ゼミナール（横川校）国分教育ゼミナール（横川校）国分教育ゼミナール（横川校）    

グループ個別指導と自立学グループ個別指導と自立学グループ個別指導と自立学グループ個別指導と自立学    習習習習    

定員は各曜日無学年で定員は各曜日無学年で定員は各曜日無学年で定員は各曜日無学年で 10101010 名（総数名（総数名（総数名（総数 20202020 名名名名））））    

学習日は週学習日は週学習日は週学習日は週 3333 日、日、日、日、19191919 時時時時 30303030 分～分～分～分～22222222 時時時時    

入塾時に、学習進路相談と入塾診断テスト（中学生）を行ないま入塾時に、学習進路相談と入塾診断テスト（中学生）を行ないま入塾時に、学習進路相談と入塾診断テスト（中学生）を行ないま入塾時に、学習進路相談と入塾診断テスト（中学生）を行ないますすすす    

月謝は、月謝は、月謝は、月謝は、18,00018,00018,00018,000 円（税込円（税込円（税込円（税込 19,44019,44019,44019,440 円）円）円）円）    

１対４の個別指導１対４の個別指導１対４の個別指導１対４の個別指導        1111 組限定組限定組限定組限定    



URL http://kokubu-hayato-zemi.com/ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分の一番をめざして」４月６日START    

ひとり一人を大切にする心で 

「学校の成績をあげる」 

「第一志望校合格」 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

漢検に挑戦 
小学小学小学小学〜〜〜〜中中中中2 2 2 2 はははは、、、、漢字検定漢字検定漢字検定漢字検定のののの指導指導指導指導をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

漢字検定漢字検定漢字検定漢字検定    ：：：：    小学生小学生小学生小学生〜〜〜〜中中中中2 2 2 2 年生年生年生年生・・・・年年年年2 2 2 2 回実施回実施回実施回実施    

他学年他学年他学年他学年はははは希望者希望者希望者希望者（（（（準会場認定校準会場認定校準会場認定校準会場認定校））））    
    

無料体験学習 
小学生〜高校生まで一週間の学習体験ができます。体験学習小学生〜高校生まで一週間の学習体験ができます。体験学習小学生〜高校生まで一週間の学習体験ができます。体験学習小学生〜高校生まで一週間の学習体験ができます。体験学習    

のご希望の方は、あらかじめ電話予約をお願いいたします。のご希望の方は、あらかじめ電話予約をお願いいたします。のご希望の方は、あらかじめ電話予約をお願いいたします。のご希望の方は、あらかじめ電話予約をお願いいたします。    

尚、個別指導コースの体験はできませんのでご了承ください。尚、個別指導コースの体験はできませんのでご了承ください。尚、個別指導コースの体験はできませんのでご了承ください。尚、個別指導コースの体験はできませんのでご了承ください。    

 

 

 「「「「新年度開講新年度開講新年度開講新年度開講にあたりごにあたりごにあたりごにあたりご挨拶申挨拶申挨拶申挨拶申しししし上上上上げますげますげますげます」」」」    

    

横川校横川校横川校横川校はははは、、、、開校開校開校開校してしてしてして今年今年今年今年でででで 12121212 年目年目年目年目をををを迎迎迎迎ええええ

ますますますます。。。。    

霧島市霧島市霧島市霧島市やややや近隣近隣近隣近隣のののの高校高校高校高校はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん、、、、定枠定枠定枠定枠のののの

鶴丸高校鶴丸高校鶴丸高校鶴丸高校やややや甲南高校甲南高校甲南高校甲南高校などのなどのなどのなどの難関校難関校難関校難関校にもにもにもにも合合合合

格者格者格者格者をををを輩出輩出輩出輩出ししししてきてきてきてきましたましたましたました。。。。どのどのどのどの学校学校学校学校がががが一番一番一番一番とととと

いうわけではありませんいうわけではありませんいうわけではありませんいうわけではありません。。。。目標目標目標目標をたててをたててをたててをたてて、、、、それをそれをそれをそれを

実現実現実現実現するためにするためにするためにするために最最最最もももも適適適適したしたしたした学校学校学校学校がががが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ

にとってにとってにとってにとって一番一番一番一番いいいいいいいい学校学校学校学校なのですなのですなのですなのです。。。。どのどのどのどの学校学校学校学校へへへへ

進進進進もうともうともうともうと、、、、志志志志しをしをしをしを高高高高くくくく持持持持ってってってって頑張頑張頑張頑張るるるる人人人人であってほであってほであってほであってほ

しいとしいとしいとしいと願願願願っていますっていますっていますっています。。。。    

新新新新しいしいしいしい学習学習学習学習システムのもとシステムのもとシステムのもとシステムのもと、、、、横川横川横川横川のののの先輩先輩先輩先輩たたたた

ちがちがちがちが築築築築いてくれたいてくれたいてくれたいてくれた‘‘‘‘切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨できるできるできるできる学習学習学習学習のののの

場場場場’’’’をををを維持維持維持維持したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

2015201520152015 年年年年、、、、今年今年今年今年もももも‘‘‘‘自分自分自分自分のののの一番一番一番一番’’’’をめざしてをめざしてをめざしてをめざして、、、、

懸命懸命懸命懸命にににに頑張頑張頑張頑張りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。    

国分教育国分教育国分教育国分教育ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナール    塾長塾長塾長塾長    

八木博之八木博之八木博之八木博之    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
教科教科教科教科    学年学年学年学年    学習日学習日学習日学習日    学習時間学習時間学習時間学習時間    月謝（税込）月謝（税込）月謝（税込）月謝（税込）    備考備考備考備考    

英語英語英語英語    
小１年 

～ 

小６年 

月 

・ 

土 

16：00～16：40 6,480円 各曜日2名までの定員となります 

国語国語国語国語    16：50～17：35 3,240円 
国語と算数の週2日なら5,400 円

（各曜日6名程度の定員となります） 
算数算数算数算数    17：45～18：30 3,240円 

※※※※国語国語国語国語・・・・算数算数算数算数はははは、、、、模試模試模試模試をををを年年年年にににに2222回実施回実施回実施回実施しますしますしますします。。。。    

小学生 

国語 

英語 

算数 

国語と算数 週２日コースで５,４００円 

学力学力学力学力のののの基本基本基本基本はははは国語力国語力国語力国語力!!!!    

国語国語国語国語のできないのできないのできないのできない子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての科目科目科目科目でつまずくでつまずくでつまずくでつまずく傾向傾向傾向傾向にあるとにあるとにあるとにあると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。だだだだ

からからからから、、、、小学生小学生小学生小学生のうちにのうちにのうちにのうちに思考力思考力思考力思考力・・・・語語語語いいいい力力力力・・・・表現力表現力表現力表現力をををを養養養養いいいい、、、、そしてそしてそしてそして磨磨磨磨きききき高高高高めるめるめるめる学習学習学習学習システシステシステシステ

ムをムをムをムを私私私私たちがたちがたちがたちが提案提案提案提案しますしますしますします。。。。    

 
◎◎◎◎    画期的画期的画期的画期的なななな教材教材教材教材でででで読解力読解力読解力読解力をつけるをつけるをつけるをつける    
1. 1. 1. 1. 理科理科理科理科やややや社会社会社会社会とととと深深深深くくくく関関関関わるわるわるわる「「「「なぜなぜなぜなぜ？」？」？」？」をテーマにしたをテーマにしたをテーマにしたをテーマにした文章文章文章文章でででで、、、、科学科学科学科学するするするする心心心心をををを育育育育みなみなみなみな

がらがらがらがら読解力読解力読解力読解力をつけるをつけるをつけるをつける工夫工夫工夫工夫がなされていますがなされていますがなされていますがなされています。。。。    

2. 2. 2. 2. 問題問題問題問題をををを解解解解くくくく「「「「ヒントコーナーヒントコーナーヒントコーナーヒントコーナー」」」」でででで、、、、読解読解読解読解のののの苦手苦手苦手苦手なななな人人人人でもつまずかないでもつまずかないでもつまずかないでもつまずかない    

ようになっていますようになっていますようになっていますようになっています。。。。3. 3. 3. 3. 宿題宿題宿題宿題コーナーはコーナーはコーナーはコーナーは、、、、単単単単なるドリルだけではなくなるドリルだけではなくなるドリルだけではなくなるドリルだけではなく、、、、身近身近身近身近なもなもなもなも

のをのをのをのを知識知識知識知識へとつなぐへとつなぐへとつなぐへとつなぐ研究研究研究研究がががが中心中心中心中心だからだからだからだから、、、、楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら知識知識知識知識をををを深深深深めることができますめることができますめることができますめることができます。。。。    

 

百問計算百問計算百問計算百問計算    で集中力と計算力を高め、で集中力と計算力を高め、で集中力と計算力を高め、で集中力と計算力を高め、教科書の内容教科書の内容教科書の内容教科書の内容    をわをわをわをわ

かりやすく、ていねいに指導します。かりやすく、ていねいに指導します。かりやすく、ていねいに指導します。かりやすく、ていねいに指導します。    

※百問計算とは、国分教育ゼミナール独自の呼称で、百マス計算の足し※百問計算とは、国分教育ゼミナール独自の呼称で、百マス計算の足し※百問計算とは、国分教育ゼミナール独自の呼称で、百マス計算の足し※百問計算とは、国分教育ゼミナール独自の呼称で、百マス計算の足し

算と引き算に、かけ算と割り算を加えたものです。算と引き算に、かけ算と割り算を加えたものです。算と引き算に、かけ算と割り算を加えたものです。算と引き算に、かけ算と割り算を加えたものです。    

◎◎◎◎    音読音読音読音読・・・・暗誦暗誦暗誦暗誦・・・・朗誦指導朗誦指導朗誦指導朗誦指導でででで豊豊豊豊かなかなかなかな日本語日本語日本語日本語をををを学学学学ぶぶぶぶ    
テキストのテキストのテキストのテキストの音読音読音読音読、、、、そしてこれまでにそしてこれまでにそしてこれまでにそしてこれまでに多多多多くのくのくのくの人人人人にににに愛誦愛誦愛誦愛誦されてきたさまざまなされてきたさまざまなされてきたさまざまなされてきたさまざまな文文文文をををを、、、、腹腹腹腹かかかか

らららら声声声声をををを出出出出してしてしてして朗誦朗誦朗誦朗誦、、、、暗誦暗誦暗誦暗誦しますしますしますします。。。。活気活気活気活気あるワクワクしたあるワクワクしたあるワクワクしたあるワクワクした国語国語国語国語のののの授業授業授業授業をごをごをごをご期待下期待下期待下期待下さいさいさいさい。。。。    

    ※※※※    一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの音読音読音読音読チェックやチェックやチェックやチェックや学習効果学習効果学習効果学習効果をををを上上上上げるためげるためげるためげるため、、、、各曜日各曜日各曜日各曜日のののの定員定員定員定員をををを6666名程度名程度名程度名程度

とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。    

 

生徒生徒生徒生徒2222人人人人にににに先生先生先生先生1111人人人人のののの個別指導個別指導個別指導個別指導    ですですですです。。。。中学校中学校中学校中学校でつまでつまでつまでつま

ずかないためにずかないためにずかないためにずかないために、、、、一人一人一人一人ひとりにていねいにひとりにていねいにひとりにていねいにひとりにていねいに指導指導指導指導いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

英検英検英検英検5555級級級級とととと4444級級級級のののの合格合格合格合格をををを目指目指目指目指してしてしてして学習学習学習学習していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

【【【【年間年間年間年間スケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュールの内容内容内容内容】】】】    
★★★★統一模試統一模試統一模試統一模試とととと学習進路相談学習進路相談学習進路相談学習進路相談                            

★★★★定期定期定期定期テストテストテストテスト対策対策対策対策    

★★★★小小小小テストでテストでテストでテストで基礎力基礎力基礎力基礎力のののの定着定着定着定着                            

★★★★塾内実力塾内実力塾内実力塾内実力テストテストテストテスト    

★★★★中中中中1111・・・・2 2 2 2 年生漢検指導年生漢検指導年生漢検指導年生漢検指導                                    

★★★★保護者面談保護者面談保護者面談保護者面談（（（（三者面談三者面談三者面談三者面談））））    

★★★★中中中中3 13 13 13 1日特訓日特訓日特訓日特訓（（（（苦手分野克服苦手分野克服苦手分野克服苦手分野克服））））・・・・1 1 1 1 日合同特訓日合同特訓日合同特訓日合同特訓    

★★★★私立入試対策私立入試対策私立入試対策私立入試対策+1 +1 +1 +1 日特訓日特訓日特訓日特訓                            

★★★★中中中中3 3 3 3 延長学習延長学習延長学習延長学習    

★★★★国立高専対策特別指導国立高専対策特別指導国立高専対策特別指導国立高専対策特別指導++++添削指導添削指導添削指導添削指導    

★★★★公立入試直前公立入試直前公立入試直前公立入試直前ゼミゼミゼミゼミ                                                    

★★★★夏期夏期夏期夏期・・・・冬期集中講座冬期集中講座冬期集中講座冬期集中講座    

★★★★春春春春レヴューレヴューレヴューレヴュー講座講座講座講座・・・・春個別春個別春個別春個別ＧＧＧＧゼミゼミゼミゼミ    

（（（（中中中中3 3 3 3 のののの夏夏夏夏キャンプ・キャンプ・キャンプ・キャンプ・合格卒業合格卒業合格卒業合格卒業パーティーなどもあパーティーなどもあパーティーなどもあパーティーなどもあ

りますりますりますります。）。）。）。）    

 


