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必要なのはできる実感・体験
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澤井塾
個別指導

段原に塾を開きました

082-236-3439

1 「わかるまで

できるまで」

2

わかる準備
を整える

3

自分に最適な教材
で学習する

「わ かるまで・でき
るまで」一緒にがん
ばりましょう。でも
これが必要なのは最
初だけ。一つの成功が次の成功へつながり
ます。準備という技術的な面と
「できる実
感・体験」という精神的な面で、勉強に対
する取り組み方を身に着けましょう。

前提となる単元の
理解・知識を完全
なものにしましょ
う。そ う す れ ば、
難しく見える単元
もスムーズに取り
組めます。準備が足りない状態では、せっ
かく無理して高度な内容に取り組んでも、
身に着かないままになってしまい、達成感
も得られません。

わからない理由・苦手
な理由は、生徒それぞ
れで大きく異なりま
す。性格の違い、体験
の違いなど、様々な要
素がかかわってくるからです。だからこそ、
教材は１つでは絶対に足りません。
「理解
を重視した教材」
「練習量の豊富な教材」
「高
度な問題まで扱う教材」など性質・レベル
の多様な教材の中から、生徒それぞれに最
適な教材を選択します。

4

5

6

とことんつきあいます

自分で勉強
できる

自分から質問
できる

どんな学習が必要かを本
人と相談しながら授業方
針を立てます。次第に自
分に足りないもの見極
め、自分に必要な学習を
提案できるようになりま
す。これこそが勉強を通
じて得られる大きな力だと思います。

少し先取りして
たくさん復習する

学校（あるいは他塾）
の授業より常に少し先
行します。するとそれ
らの授業が復習にな
り、深い理解と強い得
点力につながります。
宿題だってすらすら解
けます。「できる実感・体験」を通じて、生
徒は大きく成長します。

他の教科も

できるようになる

勉強の仕方を身に着
け、できる実感・体
験を重ねることで生
徒は勉強全般に主体
的に取り組むように
なります。当塾で履
修していない科目が
あったとしても、勉強への取り組みは同じ
こと。成績は必ず良くなっていきます。

段原に塾を開きました
「わかるまで・できるまで」
とことんつきあいます
入塾資格は「やる気」だけ。
小学生から高校生・既卒生までどの学年でも指導します。
■入塾までの流れ

■当塾の指導要領
・コースは代表・澤井による直接指導のみです。
・定員５名までの個別指導。

お問い合わせ → 無料学習相談 →

・小学生
（中学受験をしない方も）から高校生・既卒生ま
で、
どの学年でも指導します。
（ただし、
高校生の数Ⅲ・
物理・化学・生物は指導できません。）
・曜日・科目・時間帯は自由に選択できます。
・前営業日までのご連絡で、授業の振替ができます。
・他塾との併用も可能です。

授業料

・生徒ご本人に必要な教材は、たとえ対象学年と異なっ
ていても、ためらいなく配布します。
最適な教材と出会った生徒は自分の力で
大きく成長できます！

入塾金

小学生
小学生のうちに主要科目の
基本内容や概念をしっかり
理解しておきましょう。中
学校の学習内容の多くは小
学校の内容を前提としてい
ます。それが身についてい
れば、最初の定期テストか
ら大きな差をつけることが
できます。

中学受験生
（小学生）

大切なのは基礎・基本。難
問に時間を費やすよりも、
基本問題を確実に身につけ
ましょう。はるかに出題頻
度が高く、難問を解くため
の道具となるからです。具
体的にイメージし、しっか
り自問自答することで、得
点力が高まります。

→

ご入塾

週2コマ（50分×2）月額 16,000 円～
＊週1コマ追加につき月額 ＋8,000 円

10,000円

教材・設備費

月額 4,000円

授業時間

平日16：30～21：00 土曜日10：30～17：30

受付時間

平日14：00～21：00 土曜日10：00～17：30

＊授業・面談などで電話対応できない場合、当方より折り返し差し上げます。
＊金額は全て税抜表示です。

中高一貫校生
特に私立校では進行も早く
内容も深いので、ぼんやり
していると大きな差をつけ
られます。ここでも大切な
のは基礎・基本。基礎・基
本が身に着けば、学校での
授業・課題が本人の理解と
しっかりかみ合い、成績は
スムーズに上昇します。

■講師経歴

■推薦のことば

澤井 良晴（さわい よしはる）

川添 望

1982年生まれ。岡山の県
立高校を卒業、東京大学法
学部に入学・卒業。
他業種に就職したが、一生
の仕事としては教育の方が
やりがいを感じられそうだ
と思い、退職。東京で個別
指導塾（進学塾サクセス）に
７年間勤務。家庭の事情により広島へ転居、集
団塾での2年弱の勤務ののち退職、当塾を開業。
東京では小学生から高校生・既卒生まで、幅広
く指導していました。「勉強が苦手」
「大手塾に
ついていけない」
「勉強の楽しさが分からない」
「もっと上位を目指したい」といった多様なリク
エストに対応してきました。適切な指導と良い
教材があれば生徒本人でどんどん成長できると
いうことをモットーに指導しています。

ご家庭で
ご検討

●無料学習相談
お子様と保護者様の状況・ご希望をしっかりお伺いして、最適と思われ
るご提案をさせていただきます。ご希望に反する通塾や体験授業をお勧
めすることは絶対にありません。お気軽にお問い合わせ下さい。

・宿題の採点、ましてや解説や指導など、ご家庭に教務
面でのご負担はありません。

・自習も行えます。授業をお受けの方が最優
先ですが、可能な限り質問もお受けします。

無料体験授業
→
（1コマ50分）

内申点の配分が50％以上
にもなる高校入試。日々の
授業・テストから、すでに
入試は始まっています。提
出課題・テスト勉強など、
やることは膨大です。勉強
への取り組み方を早く確実
に身につけて、志望校合格
を目指しましょう。

進学塾サクセス（東京、駒込）
塾長

澤井先生とは、7年にわたり塾で一緒に仕事
しました。
競争の激しい東京の塾業界の真っ只中にいて、
先生の教室には、いつも生徒があふれていま
した。
彼は、難関校に合格させる知識・技術・実績
があるのみならず、人柄も熱意も抜群な、得
難い先生です。こんな先生には、もしかした
ら一生巡り合えないかもしれません。
確かに、勉強には生徒自身のやる気も必要で
す。でも「やる気スイッチ」が入った子にはも
ちろん、まだ入ってない子にも、安心して薦
めることができるのが澤井先生です（どんな
子にも、しっかり寄り添ってくれます）
。
澤井先生を自信をもってお薦めします。

高校生
既卒生

中学生

学習内容は抽象度が増しま
す。本人の処理能力が高く
ても、努力を怠るとすぐに
成績は下がってしまいま
す。しかし、使いやすい教
材もたくさんあるので、解
答・解説を読み込めるだけ
の読解力と知識を身につけ
れば、成績は上昇します。

■ACCESS
猿猴川
↑MAZDA
スタジアム
広島
←比治山トンネル

■広島段原
ショッピング
センター

■もち吉
段原中央

澤井塾

■ローソン

段原山崎

＊１階はがじゅまる動物
クリニックさんです

澤井塾
個別指導

〒732-0814 広島県広島市南区段原南 2-1-15
沢村ビル 202号
TEL: 082-236-3439
MAIL: sawaijuku@gmail.com

