
1月26日（月）～順次講座がスタートします！！

塾でやる。
家 で く つ ろ ぐ 。

集合と個別のいいとこ取り



宙ＳＯＬＡ 塾長 ご挨拶

2018年問題：1,000人規模の大学が170校つぶれる！？
少子化の中でも大学受験人口はこれまで何とか約60万人をキープしてきました。しかし、あと３年

後の2018年を境に13年間で約17万人の減になることが予想されています。今でさえ、大学の定員と受

験人口がせめぎ合っているところなのに、17万人が減るということは1,000人規模の大学が170校もつ

ぶれるという計算になります。この結果、就職やキャリアに近い人気大学・学部とそうでない大学の

二極化現象が顕著になっていくでしょう。

2020年大学入試改革①：知識より思考力・応用力重視に！
今年度の新中１生が大学受験を受けるとき現行の「センター試験」が廃止され、新テストが実施さ

れます。概要はすでに発表されていますが、要するに1点を争う知識至上型から、思考力・応用力・

表現力を見る試験に大きく舵を切るということです。この結果、短期集中型の勉強から小学・中学・

高校の12年間といった長いスパンでの思考力・応用力・表現力・問題解決能力・コミュニケーション

力の養成が問われます。

2020年大学入試改革②：英語の会話能力が問われます
大学入試改革のもう一つの柱は英語力の測り方にあります。2018年のセンター試験より、実用英語

検定準1級・ＴＯＩＣ780点でセンター試験英語を満点とみなすという特例措置がとられます。これか

らは受験英語だけではなく、会話能力や実用的な英語力が問われてきます。

学歴だけでは生きていけない社会になります
これからの日本はグローバル化・ＩＴ化・フラット化の波を受けて、これまでの終身雇用制が機能

しなくなり、語学力・専門力・ＩＴリテラシーが問われるようになります。「英語もしゃべれないノ

ンキャリ文系学生」の就職先が極端に少なくなるということです。

思考力・応用力・表現力・問題解決能力・コミュニケーション力
朝日塾宙ＳＯＬＡでは、思考力・応用力・表現力・問題解決能力・コミュニケーション力養成のた

めに小４～小６中学受験本科はもちろん、Ｋメソッド国語ゼミ・考える小１～小３コース・エイジ＆

ソンロボット教室・速読教室・小学受験緑英会・市進ウィングネット・ソロバン教室テラ・１対１個

別指導ＵＭＩ・毎日学習宿題ゼミを通してお子様に「社会で生きる力」を育みます。

塾でやる。家でくつろぐ。
モットーの一つは「塾でやる。家でくつろぐ。」です。宿題や課題は塾で済ませ、家ではできるだ

け読書や家族とのくつろぎの時間を。これが、私たちの願いです。

一人、ひとりに情熱を注ぎます。
教育は人なり。学習へのヤル気は先生のヤル気に比例します。一人、ひとりに情熱を注いで、努力

は必ず報われることを実体験していただきたいと思います。

宙ＳＯＬＡ塾長 小島達也
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● 本科 小６

私立難関受験コース…愛光・西大和・岡山白陵、岡山中難関・東医、朝日塾中Ⅲ類・S、
岡大附属中、操山中、天城中、大安寺中などをターゲットにします。

県立中受検クラス…県立中高一貫校の適性検査Ⅰと検査Ⅱ、面接に対応したクラスです。

（水：16:40 ～ 20:25 適性Ⅰ・適性Ⅱ・面接）

※各クラスの定員は 16 名、最低催行人数は 5 名です。

● 私立難関受験コース

☆ 前期（１月３０日金～７月1７日金） ☆ 後期（８月２２日土～１月２３日土）

※春期講習会・夏期講習会・冬期講習会・直前講座等は別途ご案内します

前期のポイントは単元学習を中心に据えながら弱点対策を行うことです。小学校で習う単

元は７月までに一通り終わらせます。夏休みでは、過去問演習と弱点単元の解説授業を重

点的に行います。２学期以降は志望校を絞り、答案作成能力をアップさせていきます。入試

は１点の差が合格と不合格を分ける真剣勝負の世界です。合格を勝ち取るためには待ちで

はなく攻めの姿勢が欠かせません。

金 土 翌週の金・土

単元の初回授業 算国理社を学習。 ● 単元ﾃｽﾄを実施
です。国社の基礎 応用力を養成しま 後指定者は ipad 等
力を養成します。 す。 で再履修。

16:40 ～ 17:30 13:00 ～ 18:30 ● 毎月実力確認テ
単元ﾃｽﾄ 単元ﾃｽﾄ ストを実施。

17:35 ～ 20:20 教科指導
教科指導･予習算数 18:30 ～ 19:20 ● 吉備システム
20:25 ～ 21:15 質問・演習（任意） で弱点対策をしま
質問・演習（任意） 宿題ゼミ す。（任意）
宿題ゼミ

※休んだ授業はDVDに録画してプリント等とともにお渡しします。

☆火・木自習タイム実施中☆ 小６・小６県立・小５対象

なかなか、自宅では宿題等がすすまない そんな時は 火・木自習タイム
費用：無料（吉備システムを使用の場合はプリント料として10円／枚税別を申し受けます）

流れ：①19:35～20:25（宿題をすませてカード等） ②20:25～21:15（過去問演習やカード等）

申込：メール（info@sola-e.net）にて日付および①・②の選択、名前をお知らせ下さい。

※キャンセルは少なくとも前日までにお願いします。
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● 県立中受検コース 小６ ４月開講予定

県立の中高一貫校は倉敷天城中・岡山大安寺中等教育学校・岡山操山中学の３校に加

え、Ｈ２７年度から県北に津山中学が開校しました。人気沸騰中の県立中学の平均倍率は

およそ 4.5 倍。つまり、4.5 人に一人しか受からないということです。この難関を突破す

るためには、

① 岡山の県立中学受験の実態に精通していること

※ 岡山の県立中学の受験は 適性検査（検査Ⅰ 70 点・検査Ⅱ 70 点）と面接・内申

書の３要素の総合判断で決まります。

② それぞれの要素に対して適切な指導が行われることが必要です。

※ 朝日塾宙ＳＯＬＡでは、2012 年から大きく変わった県立適性問題に対応した教
材でそれぞれのカテゴリーでベストの授業を心がけております。

水（1 時限） 水（2 時限） 水（3 時限） 水（４時限）

●適性検査Ⅱ対策 ●適性検査Ⅱ対策 ●適性検査Ⅰ対策 ●適性検査Ⅰ対策
演習問題 授業 ●操山・大安寺・ ●操山・大安寺・

●面接対策授業 天城・津山対策 天城・津山対策

16:40 ～ 17:30 17:35 ～ 18:25 18:35 ～ 19:25 19:35 ～ 20:25
●適性検査Ⅱの対 ●適性検査Ⅱの対 ●適性検査Ⅱの対 ●演習の解説と新
策問題と模範解答 策問題と模範解答 策問題と模範解答 単元の説明
●検査Ⅱの演習を ●授業で解説をし ●検査Ⅰの演習を
実施します。 ます 実施します。

●面接のツボ使用

※休んだ授業はDVDに録画してプリント等とともにお渡しします。

● 資料 H 2 6 年 県 立 適 性 検 査 ＆ 面 接
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● 本科 小５

● 岡山白陵、愛光、西大和、岡中東医・難関、朝日塾中Ⅲ類 S、岡附中、操山中、

天城中、大安寺中などをターゲットにします。金（16:40 ～ 20:25）土（13:00 ～ 18:30）
※ 金（20:25 ～ 21:15）土（18:30 ～ 19:20）は任意・もしくは指定者です。

☆ 前期（１月３０日金～７月1７日金） ☆ 後期（８月２２日土～１月２３日土）

※春期講習会・夏期講習会・冬期講習会・直前講座等は別途ご案内します

小５になると４教科（算国理社）指導に変わります。この時期のポイントは時間の使い方

にあります。塾で予習をし、授業に臨みます。このサイクルを確立することが基礎力をがっち

り身につける上で重要です。

金 土 翌週の金・土

単元の初回授業 算国理社を学習。 ● 単元ﾃｽﾄを実施
です。国社の基礎 応用力を養成しま 後指定者は ipad 等
力を養成します。 す。 で再履修。

16:40 ～ 17:30 13:00 ～ 18:30 ● 毎月実力確認テ
単元ﾃｽﾄ 単元ﾃｽﾄ ストを実施。
17:35 ～ 20:20 教科指導
教科指導･予習算数 18:30 ～ 19:20 ● 吉備システム
20:25 ～ 21:15 質問・演習（任意） で弱点対策をしま
質問・演習（任意） 宿題ゼミ す。（任意）

※休んだ授業はDVDに録画してプリント等とともにお渡しします。

● 吉備システム
最強の弱点補強ツー

ル。四谷等の単元学習で

不十分な点を吉備システ

ムで補います。

● 質問・自習
学校、塾を問わず、わ

かりにくかった点の質問

を受け付けます。平日

21:15 まで土 19:20 まで自

習可能です。

● 宿題ｾﾞﾐ
学校、塾を問わず、宿

題を塾で済ませるための

自習時間です。任意参加

で、平日 21:15 まで土

19:20 まで自習可能です。
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● 本科 小４（火）・小３（水）・小２（火）…やわらかあたま育てます

算数と国語の基礎力・応用力をつけます。小２から考える力
（論理的思考力）をつけるためのコースです。岡山県の適性検
査に代表される傾向は、与えられた条件の中から規則性や法則
性をいち早く見つけ出して答えを予想したり、理由や原因を明
記して自分の意見を述べるような問題です。

今までの「どれだけ知っているか」より、「知っていることを
土台にしてどれだけ説得力のある答案を書けるか」が問われま
す。こうした、思考力中心の出題は記号や○×問題に慣れた頭

ではなかなか対応できません。
こうした傾向は、中学入試はもちろんのこと高校入試・大学入試でもますます強くなっ

ていくことでしょう。
この問題に備えるには、できるだけ早くから論理的思考力・問題解決能力を養っていく

必要があります。この講座は、国語力・算数力の両方を同時に鍛えることを目的としてい
ます。
☆ 使用テキスト

算数：①算数ラボ ②算数アドベンチャー
※小２…１０級 小３…９級 小４…８級を使用します。

国語：①オリジナルテキスト（思考力・記述力養成）
○ 小４…火曜日 16:40 ～ 19:25 ○ 小３…水曜日 16:40 ～ 19:25
○ 小２…火曜日 16:40 ～ 19:25

●速読（パソコン ●計算テスト ●国語の読解力・
を使用して読解力 ●算数ラボを使った 記述力を養成しま
を鍛えます） 思考力トレーニング す。
● ipad を使って算 ●３問を目標に頑張 ● 1000 字くらいの
数思考力トレーニ りましょう。 長文を読解しまし
ング ょう。
●学校の宿題等

● 本科 小１（木）…机に向かう楽しさを育てます ４月開講予定

小１講座では、楽しいと集中力を養います。１コマ目はソ

ロバン教室テラ or エイジ&ソンロボット教室に参加し、頭の

体操をします。２コマ目は学校の宿題を終わらせ、速読を受

講します。宿題は無学年進級式テキスト（のびのびじゃんぷ

算数・あいキャン国語）をします。

無学年進級式テキストは、最初の授業開始時に到達度テス

トを行い、スタート級を決めます。（準備級から 42 級まであります… 42 級が終了すれば、

教科書レベルの小学内容がすべて終了したことになります）到達度に応じてスタート級を

決めますのでお子様の学力に応じて学習することができます。1 日 1 ページ程度を目安に

宿題を出します。テキストが完了すると、宙で進級テストを受けてもらいます。合格なら

ば次の級へ進級することができます。不合格ならば、次回再度進級テストを受験していた

だきます。

○ 小１…木曜日 16:40 ～ 18:25 ４月開講予定
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● 【 K メソッド国語ゼミ】 すべては、「国語力」から

言葉を使って考える以上、すべて学力＝思考力の源は「国語力」にあります。ところが、

この「国語力」に赤信号を灯したまま高学年に至り、難関中合格力はおろか基本的な読解

力・表現力すらおぼつかない生徒さんが数多くいます。「国語力」の欠如は国語だけでな

く、将来にわたって全教科に影響を及ぼします。

たとえば、身近にこんな生徒さんはいらっしゃいませんか？

①時間内で問題が解けず、いつも手つかずの問題を残したままになっている。

②記述問題の解答欄がほとんど空白のままになっている。

③記号問題はほとんどヤマカンで解いている。

④授業中先生の話を聞いて、メモやノートをとることができない。

⑤問題文を正確に読まないで問題を解くため、誤答が多い。

⑥作文や感想文・小論を書くのが苦手である。

⑦とにかく長文が読めない。

⑧漢字や知識問題が解けない。

こうしたケースは、先生はもちろん保護者も生徒も自覚しているケースがほとんどです

が、その対策となると、「とにかく問題をたくさん解きなさい」「本をたくさん読みなさ

い」「新聞コラムの書写をしなさい」「先に設問を読んでから問題を解きなさい」…など、

理にかなった具体的な問題解決がなされないままズルズルと年を重ねていることが多いの

です。そして、最後には「ウチの子は国語力がないから…」と決めつけ、あきらめること

稀ではありません。

じつは、「国語力」は能力ではなく、「意識」の問題なのです。自分の意識をコントロ

ールして授業や与えられた問題に「なぜ、そうなのか？」と論理的に考える習慣を身につ

け、その都度意識を「集中」できるようになればみるみる「国語力」はアップします。

それは、四谷合不合で偏差値 40 台から 60 台へ大ジャンプ、京大合格全国トップクラス

の西大和学園中に合格したＫ君、他塾の判定テストで偏差値 30 台から見事愛光中合格を

果たしたＦ君。初回の判定テストで 13 点だった国語が 96 点までになり、岡白中・操山中

合格を決めた O 君、国語がもっともニガ手科目だったが３ヶ月で得意科目になり、東大

寺中に合格したＫ君、灘中に合格し国語の成績はトップクラスだったＹ君など、数多くの

実績が物語っています。彼らは国語読解のメソッドをその後も実践しています。

「Ｋメソッド」は「意識」の集中訓練を通した「国語力」アップのメソッドです。これ

は、学年に関係なく「国語力」の発展段階に応じてステップアップするメソッドです。

1)「Ｋメソッド」スタンダードコース（対象小４～小６）毎週月曜日
対象校：岡山白陵中・岡山中（東医・難関 h26 年度～同問題）操山・大安寺・天城中

●前半の 50 分で、速読ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞと読解ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行い「読むスピード」と「書くスピー

ド 」をアップします。後半の 50 分で、200 字以内の文章を使い、さまざまなパターン

の 記述問題を解きます。● 16:40~17:30【速読＋読解】17:35~18:25【1000 字~2000 程度

の読解問題を正確に解く方法を授業形式によりマスターします】

2)「Ｋメソッド」アドバンスコース（対象小５・小６）毎週月曜日
対象校：（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ対象校はもちろん）灘中・西大和・愛光・洛南中・東大寺中など

●前半の 50 分で、3000 字以上の問題を使い、上記レベルの問題を解くための様々な

テクニックを伝授します。後半の 50 分で上記レベルの問題に挑戦します。

● 16:40~17:30【3000 字程度の読解問題を正確に解く方法を、授業形式によりマスタ

ーします】17:35~18:25【読解問題+到達度・弱点チェック】
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● 毎日学習宿題ゼミ 月曜日から金曜日 16 ： 40 ～ 18 ： 25
宿題ゼミは、月曜日から金曜日まで開講します。

この講座では、①学校や塾などの宿題を済ませる。②各自の
習熟度に合わせて 1 級～ 42 級までの算数（のびのびジャン
プ）・国語（あい・キャン）を解く。③学習内容報告書にや
ったところを記入し、担当の先生に印を押してもらう。（ご
家庭で保護者チェックをお願いします）が基本の流れです。

無学年進級式テキスト（のびのびジャンプ・あいキャン）
は、最初の授業開始時に到達度テストを行い、スタート級を
決定します。（準備級から 42 級まであります… 42 級が終了
すれば、教科書レベルの小学内容がすべて終了したことにな
ります）到達度に応じてスタート級を決めますのでお子様の
学力に応じて学習することができます。のびのびジャンプと
あいキャンは宙にてお預かりします。演習方式で問題を解き、
監督の先生にに○を付けてもらいます。テキストが完了する
と、進級テストを受けてもらいます。合格ならば次の級へ進
級することができます。不合格ならば、次回再度進級テスト
を受験していただきます。

※祝祭日・春期講習中・夏期講習中・冬期講習中の実施はありません。

● ソロバン教室…テラ

① そろばんの学習は、右脳のイメージ化を必要とする
ため、精神を集中しなければならず、計算中はひと言も
しゃべらず無心にひとつのことに打ち込みます。子供た
ちに大切な集中力、根気が養われます。② 計算のプロ
セスを筋道だてて理解しようと努力することから忍耐力
が培われ、がんばってやり遂げる態度が身につきます。

③ そろばんでは、目や耳から情報が与えられ、その情報を正確に指先で動かしていきま
す。指先の反復運動は左脳を刺激します。④ 低学年から始めると、数字にアレルギーが
ない、数字に強い興味を持つというメリットがあり、計算に強い子になります。

● ロボ教室…カタチ＋ウゴキ＋頭脳で本格的ロボット教室開催

「見えない学力」＝創造力・想像力・問題解決能力・コンピュータリテラシーの養成
現在アメリカやドイツでは教育用のツールとして、４歳児からパソコンとレゴ社の教育

用ロボット（マインドストーム）が盛んに活用され、将来のものづくり大国への人材育成
に余念がありません。この面では我が国は圧倒的に遅れをとっています。携帯でメールが
打てたり、ホームページを見ることはできてもパソコンの操作はできない中高生が増えて
います。いずれも我が国のＩＴ教育の遅れによるものです。
当塾では小１からこうしたＩＴ教育に積極的に取り組む中で未来の日本をしょって立つ

人材やノーベル賞受賞者をも育てたいという意気込みで行っています。

「わかった」を「デキル」に変える→吉備システム

小４～小６のピンポイントゼミや弱点対策で活用。
コンピューターを利用した最強の弱点補強ツール。四谷
の単元学習で不十分な点を KIBI システムで補います。正
答率が 80%を超えるまで繰り返し演習をします。分かっ
たことが「デキル」に変わるまで徹底的に鍛えます。

-7-

※学年の表示は2015年4月からのものです。



算数カード・理科カード・ミスチェックカード…小６

×→○にするのが勉強です。間違えた問題は徹底的にカ
ード化しましょう。朝日塾宙 SOLA では、これだけは是非
マスターして欲しいという選りすぐりの問題を集めた算数
カード・同じく理科の基本かつ重要な問題を集めた理科カ
ード（ワークシート）・それに間違った問題を書き出すため
のミスチェックカードを用意しております。カード化がで
きる子供は、今日よりは明日、明日よりは明後日と着実に
実力をつけています。

過去問ＤＶＤ集 ＋ 過去問演習記録表 小６

夏休み以降、小６生にとって一番重要なことは志望校の決定です。
志望校（第１～第３）の決定なしに受験対策はあり得ません。すべては、
志望校から逆算して① 計画表の作成（何を・いつ・どれだけ）やるの
かを決めます。② 合不合判定テストを受験して自分の位置を知ります。
（志望校と実力のバランスを見ます）その上で、①に反映させるのです。
③ 次の具体的な学習内容は「過去問を解くことで、自分の弱点を知る」

ことです。そのための過去問集と過去問演習記録表です。プラン→ドゥ
ー→チェックを繰り返し、カード化することで×を○にする学習法を繰
り返します。カードのＡは「自力で問題が解けた＝完全理解」Ｂは「×
だが解答解説で理解できた。もしくは、ケアレスミスだった＝Ａになる
ように１～２日あけて再挑戦」Ｃは「×で解答解説を見てもなぜそうな
るかがわからない」＝質問・量が多いときは個別にピンポイントゼミを
受講する という風にアクションを習慣化します。そのためのスタート
が過去問演習記録表です。これが白紙のままでは、本格的な受験勉強が
始まっているとは言えません。至急に、計画を立てましょう。

岡白攻略本＋算・理攻略カード
小６の過去問対策を徹底的に行います。塾生の小６全員には算
数・理科の岡白攻略カードと国語の攻略本を使って、完全対策
をおこないます。実際に、このカードと攻略本のおかげで、合
不合テストの判定結果が合格可能性 30 ％の生徒が岡白合格を
果たしました。偏差値も大切な指標ですが、それは所詮総論に
しかすぎません。各論、すなわち徹底した過去問研究と実践に
のみ合格の可能性が限りなく高まるのです。そのツールとして
あるのが、「攻略本＋攻略カード＋過去問 20 年 DVD」の三種

の神器です。このカードにより、単に問題の答え合わせにとどまらず、その具体的な活用
まで授業でプログラム化してあります。間違いをきちんと直していくための手段として今
後の勉強法に応用していただきたいと思います。
こうした、地元の学校にまとを絞った対策が結果を生み出すと確信しております。

「ほっ！と メール」で入退室時間を携帯へ
保護者様の携帯電話（またはパソコン）にお子様の入室時

間と退室時間を自動配信するシステム「ほっ！とメール」を

導入しています。あらかじめ登録された携帯のアドレスへ入

退室時間を自動配信します。
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小６対象

私立・県立・国立中学受験コース（総論）（映像＋集団個別）

● どうすれば合格するの？
当然のことですが、入学するには

試験に受かる必要があります。試験

のパターンは適性検査型と実力入試

型の２種類があります。

合格点を取ればいいので、満点を取る

必要はありませんが、ここで注意したい

のは、いずれも落とすための試験である

ことです。模試と違って1点差が命運を決

める真剣勝負ですので、ケアレスミスは

許されません。

それぞれの主な実施校は左図の通

りです。適性検査型は記述問題がほ

とんどです。私学にも適性検査型を

取っているものがありますので、事

前に場数を踏む上でも積極的な受験

をオススメします。

● 何をどれだけやればいいの？

本番までに残された時間を３つのターム（学期）に分けます。
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小６対象

県立天城・大安寺・操山中受検コース（映像＋集団個別）

県立の中高一貫校は倉敷天城中・岡山大安寺中等教育学校・岡山操山中学の３校に加え、県北に津

山中学が開校しました。人気沸騰中の県立中学の平均倍率はおよそ4.5倍。つまり、4.5人に一人しか

受からないということです。この難関を突破するためには、

① 岡山の県立中学受験の実態に精通していること

※ 岡山の県立中学の受験は 適性検査（検査Ⅰ70点・検査Ⅱ70点）と面接・内申書の３要素

の総合判断で決まります。

② それぞれの要素に対して適切な指導が行われることが必要です。

● 何をどれだけやればいいの？
本番までに残された時間はわずかに９ヶ月です。これを３つのターム（学期）に分けます。

①１期：２月～６月（基礎力充実期）
適性検査Ⅰ（算数・理科）適性検査Ⅱ（国語・社会）の４教科について６年の学習内容までを

１通り終えるカリキュラムをこなします。この時期に４サイクル学習法（理解→記憶→活用→チ

ェック）をマスターしていただきます。

● 受講パターン例 （曜日は仮のものです）（週３日を原則とします）

※再チャレンジの時間・内容は個人差があるので、先生が何をどれだけやるかを指示します。

月曜日１時限

（60分）

算数

単元授業（映像）

確認タスクテスト

※先生による指導

月曜日２時限

（60分）

国語

単元授業（映像）

確認タスクテスト

※先生による指導

水曜日１時限

（80分）

理科・社会

単元授業（映像）

確認タスクテスト

※先生による指導

水曜日２時限

（40分）

適性検査Ⅰ・Ⅱ

実力確認テスト

解説授業（映像）

※先生による指導

再チャレンジなど

金曜日１時限

（40分）

算数・理科

（映像）

タスクテスト解説

（100点）

金曜日２時限

（40分）

国語・社会

（映像）

タスクテスト解説

（100点）

金曜日３時限

（40分）

適性検査Ⅰ・Ⅱ

実力確認テスト

（各70点）

次週水曜日２時限

（40分）

適性検査Ⅰ・Ⅱ

実力確認テスト

解説授業（映像）

※先生による指導

再チャレンジなど

保護者様

に単元履

修状況を

レポート
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小６対象

岡山白陵中・岡中東医・就実ＨＧ・ＡＤ受験コース（映像＋集団個別）
H25年東大合格実績18名・H26年は6名と県下トップクラスの進学校岡山白陵中等を目指すコースです。

毎年1月初旬に関西の中学受験の前哨戦として行われる入試には県内外から1000名以上の受験生が

押し寄せ、さながら一大イベントの様相を呈しています。

● どうすれば合格するの？
このコースでは、共通する受験科目である算数・国語・理科を指導し、最終的な入試で専願受験者

で５０％、非専願受験者で６０％の得点率を目指します。岡中東医・就実HGもそれだけの実力を身に

つけておけば十分に合格ラインに達します。（９月からの四谷大塚合不合判定テストにより、男女と

も偏差値５０以上であれば専願合格可能性は80％以上です）

● 何をどれだけやればいいの？

本番までに残された時間を３つのターム（学期）に分けます。

①１期：２月～６月（基礎力充実期）
算数・国語・理科の３教科について６年の学習内容までを１通り終えるカリキュラムをこなし

ます。この時期に４サイクル学習法（理解→記憶→活用→チェック）をマスターしていただきま

す。この時期、ある程度の時間と努力が求められます。「×を○に変える」方法を身につけてい

きます。

● 受講パターン例 （曜日は仮のものです）（週３日を原則とします）

※再チャレンジの時間・内容は個人差があるので、先生が何をどれだけやるかを指示します。

★ 使用テキスト
中学受験Ｆテキ算数…映像と連動し、1週1単元で中学受験に必要な土台作りを完成させます。

※単元確認ミニテスト…それぞれの問題について解説映像がございます。

中学受験Ｆテキ理科…映像と連動し、1週１単元で中学受験に必要な土台作りを完成させます。

※単元確認ミニテスト…それぞれの問題について解説映像がございます。

中学受験Ｆテキ国語…映像と連動し、１週１単元で中学受験に必要な土台作りを完成させます。

※記述力養成、添削付「記述のツボ」・言語要素テスト・単元テスト

月曜日１時限

（60分）

算数

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

月曜日２時限

（60分）

国語

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

水曜日１時限

（60分）

理科

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

水曜日２時限

（60分）

算・理・国

解説授業（映像）

再チャレンジ

※先生による指導

金曜日１時限

（40分）

算数

単元確認テスト

（100点）

金曜日２時限

（40分）

国語

単元確認テスト

（100点）

金曜日３時限

（35分）

理科

単元確認テスト

（100点）

次週水曜日２時限

（60分）

算・国・理

解説授業（映像）

再チャレンジ

※先生による指導

保護者様

に単元履

修状況を

レポート
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小６対象

朝日塾中Ⅲ類・岡中難関・清心・就実受験コース（映像＋集団個別）

金光中・岡中難関・清心中・就実中進学の入学試験に合格するために必要な基礎力と応用力を養成

します。このうち、金光中と岡中難関は男女共学、清心中と就実中進学コースは女子のみの募集です。

● どうすれば合格するの？
このコースでは、共通する受験科目である算数・国語・理科（社会）を指導し、最終的な入試でお

よそ５５～６０％の得点率を目指します。（９月からのの四谷大塚合不合判定テストにより、男女と

も偏差値４０以上であれば合格可能性は80％以上です）

● 何をどれだけやればいいの？

本番までに残された時間を３つのターム（学期）に分けます。

①１期：２月～６月（基礎力充実期）
算数・国語・理科（社会）の３教科（４教科）について６年の学習内容までを１通り終えるカ

リキュラムをこなします。この時期に４サイクル学習法（理解→記憶→活用→チェック）をマス

ターしていただきます。この時期、ある程度の時間と努力が求められます。「×を○に変える」

方法を身につけていきます。

● 受講パターン例 （曜日は仮のものです）（週３日を原則とします）

※再チャレンジの時間・内容は個人差があるので、先生が何をどれだけやるかを指示します。

★ 使用テキスト
中学受験Ｆテキ算数…映像と連動し、1週1単元で中学受験に必要な土台作りを完成させます。

※単元確認ミニテスト…それぞれの問題について解説映像がございます。

中学受験Ｆテキ理科…映像と連動し、1週１単元で中学受験に必要な土台作りを完成させます。

※単元確認ミニテスト…それぞれの問題について解説映像がございます。

中学受験Ｆテキ国語…映像と連動し、１週１単元で中学受験に必要な土台作りを完成させます。

※記述力養成、添削付「記述のツボ」・言語要素テスト・単元テスト

月曜日１時限

（60分）

算数

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

月曜日２時限

（60分）

国語

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

水曜日１時限

（60分）

理科

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

水曜日２時限

（60分）

算・理・国

解説授業（映像）

再チャレンジ

※先生による指導

金曜日１時限

（40分）

算数

単元確認テスト

（100点）

金曜日２時限

（40分）

国語

単元確認テスト

（100点）

金曜日３時限

（35分）

理科

単元確認テスト

（100点）

次週水曜日２時限

（60分）

算・国・理

解説授業（映像）

再チャレンジ

※先生による指導

保護者様

に単元履

修状況を

レポート
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小６対象

広大附属福山・岡大附属中学受験コース（映像＋集団個別）

広大附属福山中・岡大附属中学ともに「国立」中学という性格上、難問奇問の出題はほとんどあり

ません。仮にあったとしても他の人も解けませんから合否に関係ないということでは同じです。両校

に共通するのは、どちらも４教科受験であることです。

● どうすれば合格するの？
このコースでは、共通する受験科目である算数・国語・理科・社会を指導し、最終的な入試でおよ

そ８０～９０％の得点率を目指します。（９月からのの四谷大塚合不合判定テストにより、男女とも

岡大附属ならば偏差値４５以上、広大附属中であれば偏差値５５以上なら合格可能性は80％以上です）

● 何をどれだけやればいいの？
本番までに残された時間はわずかに９ヶ月です。これを３つのターム（学期）に分けます。

①１期：４月～６月（基礎力充実期）
算数・国語・理科（社会）の３教科（４教科）について６年の学習内容までを１通り終えるカ

リキュラムをこなします。この時期に４サイクル学習法（理解→記憶→活用→チェック）をマス

ターしていただきます。この時期、ある程度の時間と努力が求められます。「×を○に変える」

方法を身につけていきます。

● 受講パターン例 （曜日は仮のものです）（週３日を原則とします）

※再チャレンジの時間・内容は個人差があるので、先生が何をどれだけやるかを指示します。

★ 使用テキスト
中学受験Ｆテキ算数…映像と連動し、1週1単元で中学受験に必要な土台作りを完成させます。

※単元確認ミニテスト…それぞれの問題について解説映像がございます。

中学受験Ｆテキ理科…映像と連動し、1週１単元で中学受験に必要な土台作りを完成させます。

※単元確認ミニテスト…それぞれの問題について解説映像がございます。

中学受験Ｆテキ国語…映像と連動し、１週１単元で中学受験に必要な土台作りを完成させます。

※記述力養成、添削付「記述のツボ」・言語要素テスト・単元テスト

月曜日１時限

（60分）

算数

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

月曜日２時限

（60分）

国語

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

水曜日１時限

（60分）

隔週 理科or社会

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

水曜日２時限

（60分）

算・国・理・社

解説授業（映像）

再チャレンジ

※先生による指導

金曜日１時限

（35分）

算数

単元確認テスト

（100点）

金曜日２時限

（35分）

国語

単元確認テスト

（100点）

金曜日３時限

（45分）

理科・社会

単元確認テスト

（100点）

次週水曜日２時限

（60分）

算・国・理・社

解説授業（映像）

再チャレンジ

※先生による指導

保護者様

に単元履

修状況を

レポート

-14-

※学年の表示は2015年4月からのものです。



小５対象

私立・県立・国立中学受験コース（映像＋集団個別）
県内・福山地区で中学受験を無理なく・無駄なくスタートするタイミングが小学5年の1学期です。

適性検査型の入試の平均競争率は約５倍、広大附属福山中（120の定員に対して約800名の受験）は６

倍強といずれも高い倍率です。問題は年々記述問題が増加し、自分で論理的に考え、それを読み手に

わかりやすく書く力が求められています。

また、岡白中を初めとする私立中学の問題は、学校では習わない内容（正確に言うと学校で習う単

元だがひねりが強い）がほとんどです。

● どうすれば合格するの？
このコースでは、共通する受験科目である算数・国語・理科・社会を指導します。まずは、教科書

レベルを先取りして、遅くとも小６の1学期終了までに小６単元をすべて習得することを目指します。

小６からは、志望校に応じて上記小６の各コースをご覧下さい。

● 何をどれだけやればいいの？
５年生は４つのターム（学期）に分けます。

２月～６月 ７月～８月 ９月～１月 １月～３月

● い よ い よ 中 学 ● 夏 休 み で す 。 ● ２学期と冬期講 ● ３ 学 期 と 春 期

入 試 に 向 け た 学 習 自 分 の 弱 点 を 洗 い 習です。この時期は 講 習 で す 。 こ の 時

のスタートです。 出 し 、 こ の 時 期 に 何かと学校行事も多 期 に な る と 受 験 勉

● 学 習 計 画 を 立 克 服 で き る よ う に くなります。周りに 強 も 板 に つ い て 来

て 、 き ち ん と 学 習 計 画 を 立 て ま し ょ 惑わされないように ま す 。 早 い 子 は 小

す る 習 慣 を 身 に つ う 。 塾 で の 授 業 を 自分のペースを維持 ６ の か な り の 所 ま

けましょう。 生かしましょう。 しましょう。 で進みます。

● 受講パターン例 （曜日は仮のものです）（週２日を原則とします）

火曜日１時限

（60分）

算数

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

火曜日２時限

（60分）

国語

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

木曜日１時限

（60分）

隔週 理科or社会

単元授業（映像）

確認ミニテスト

※先生による指導

木曜日２時限

（60分）

算・国・理・社

解説授業（映像）

再チャレンジ

※先生による指導

保護者様

に単元履

修状況を

レポート
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※学年の表示は2015年4月からのものです。



お申込の方法お申込の方法

１ 別紙のお申込用 ２ 受講のポイントや ３ 無料体験授業を受 ４ 途 中 入 塾 や 未

紙に必要事項をご記 受講日時・回数につい けることをオススメし 習 単 元 が あ っ て も

入の上、ＦＡＸ（08 て詳しい内容を個別に ます。実際にあってい 対 応 で き ま す 。 具

6 -255 -5402）または ご説明いたします。無 るかどうかを見る上で 体 的 な 進 度 に つ い

郵送いただくか、直 料体験も受け付けてお もぜひ受講願います。 て は 個 別 面 談 で お

接事務所までお持ち りますので、お気軽に ● 途中入塾も受け 話いたします。

下さい。 ご相談下さい。 付けております。

受講上の注意受講上の注意

● やむを得ず遅刻、欠席、早退をするときは必ず事前に保護者様より電話（086 -255 -5400）ま

たはファックス（086-255-5402）、メール（info@sola-e.net)でご連絡下さい。

● 他の受講生に暴力を振るったり、暴言を吐いたりして傷つける行為があった時はその場で受

講を禁止します。

● 授業中の私語は、厳禁です。（二回注意しても聞き入れられないときは、授業に参加できな

いことがあります。）

● 入退出時に「ほっと！メール」のカードをカードリーダーに通して下さい。

● 休憩時間に許可なくコンビニ等で買い食いをすることを禁止します。弁当・お茶等は、でき

るだけ登校前に買って教室で飲食してください。（ランドセル等は一旦教室に置いて下さい）

● 建物や机等への落書き・キズつけは弁償して頂きます。

● 他の階や屋上には決して行かないで下さい。

● 階段を駆け上がったり駆け下りたり、階段の手すりにぶら下がったり等の危険行為を禁止し

ます。

● 自転車は、市営の駐輪場等をご利用ください。なお、盗難等の責任は負えませんのでカギの

かけ忘れや荷物の置き忘れに特に注意して下さい。

● 授業中や休憩時間の iPad の操作には各自が責任を持ってください。

● 私物にはできるだけ名前を書いておきましょう。忘れたり、なくしたら、速やかに先生に報

告して下さい。
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2015年度　1月26日（月）から　朝日塾宙ＳＯＬＡ　時間割

月 宿題ゼミ Kメソッド Kメソッド 速読

16：40-17：30 宿題ゼミ アドバンス 速読課題 速読-17:10

17：35-18：25 宿題ゼミ 演習課題 スタンダード

18：35-19：25

19：35-20：25

火 宿題ゼミ 小２ 小４ 中学生講座 自習タイム

16：40-17：30 宿題ゼミ 速読課題 速読課題

17：35-18：25 宿題ゼミ 考える国語 考える算数

18：35-19：25 考える算数 考える国語 市進英語

19：35-20：25 集団個別 自習タイム①

20：25-21：15 自習タイム②

水 宿題ゼミ 小３ 小６適性（４月から）

16：40-17：30 宿題ゼミ 速読課題 検査Ⅱ演習

17：35-18：25 宿題ゼミ 考える算数 検査Ⅱ

18：35-19：25 考える国語 検査Ⅰ演習

19：35-20：25 検査Ⅰ

木 宿題ゼミ チョイス チョイス 速読 小１（４月から） 中学生講座 自習タイム

16：40-17：30 宿題ゼミ ソロバン教室テラ エイジ＆ソンロボ 速読-17:10 ソロバンｏｒロボ

17：35-18：25 宿題ゼミ 速読-18:05 宿題・速読

18：35-19：25 市進数学

19：35-20：25 集団個別 自習タイム①

20：25-21：15 自習タイム②

金 宿題ゼミ 小５ 小６ 速読

16：40-17：30 宿題ゼミ 週テ国・社 週テ国・社 速読-17:10

17：35-18：25 宿題ゼミ 社会 国語

18：35-19：25 国語 社会

19：35-20：25 予習算数 予習算数

土 小５ 小６

13：00-13：50 週テ算・理 国語

15：55-14：45 国語 週テ算・理

14：50-15：40 算数 理科

15：50-16：40 理科 算数

16：45-17：35 算数 理科

17：40-18：30 理科 算数
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2015年度授業料など（月額）（4週／月）

学年 週回数 授業料 プリント等 小計 消費税 合計

3 \15,000 \1,000 \16,000 \1,280 \17,280

2 \12,000 \1,000 \13,000 \1,040 \14,040

3 \18,000 \1,000 \19,000 \1,520 \20,520

2 \15,000 \1,000 \16,000 \1,280 \17,280

3 \15,000 \1,000 \16,000 \1,280 \17,280

2 \12,000 \1,000 \13,000 \1,040 \14,040

3 \15,000 \1,000 \16,000 \1,280 \17,280

2 \12,000 \1,000 \13,000 \1,040 \14,040

3 \18,000 \1,000 \19,000 \1,520 \20,520

2 \15,000 \1,000 \16,000 \1,280 \17,280

※週2回コースは金曜日のテストを自宅でやっていただくためのものです。

2 \15,000 \1,000 \16,000 \1,280 \17,280

※小５・小６ともにテキストを使用する場合は実費をいただきます。

本科　集合授業（月額）（4週／月）

コマ数 時間 授業料 施設費 テキスト代

（週） （週） （月・税込） （月・税込）

算国速読 木 ２コマ １００分 \15,120 \1,080 実費

算国速読 火 ３コマ １５０分 \15,120 \1,080 実費

算国速読 水 ３コマ １５０分 \15,120 \1,080 実費

算国速読 火 ３コマ １５０分 \15,120 \1,080 実費

算国理社 金土 １０コマ ５００分 \27,000 \1,080 実費

算国理社 金土 １０コマ ５００分 \27,000 \1,080 実費

※授業時間数等の都合により変化することがあります。あらかじめご了承下さい。

※1コマは50分です。（各クラスとも原則として5名以上で開講いたします）

※すべて消費税（８％）込みの金額です。

※授業料は 初の2ヶ月は郵便振替でお願いします。３ヶ月目から自動振替になります。振替予定日と金額は、別表をご覧下さい。

※入塾金は\21,600になります。兄弟姉妹２人目以降は入塾金を免除します。

※内部生とは本科集合授業を受講されている方、一般生とは本科集合授業を受講されていない方です。（以下、すべて同様）

※指導料金後払い制度…上記金額を毎月10日にしめて、25日に請求いたします。

※Ｃコース…集合授業担当講師　　Ａコース…個別専門講師

宿題ゼミ 月～金 利用回数 （月/4回）

週１回 \4,190 週２回 \8,380

1ヶ月 一般生 内部生 アドバンス \12,960 週３回 \12,570 週４回 \16,760

小６ \12,960 \9,720 スタンダード \12,960 速読料金を込みます。 週５回 \20,950

※以下の「２講座以上」とは、下記３講座（ソロバン教室テラ・ｴｲｼﾞｿﾝ&ﾛﾎﾞｯﾄ教室・速読）の中から、２講座以上選択された方のことを指します。

1ヶ月 １コマ 1ヶ月
ビギナー
コース

ミドル
コース

1ヶ月 月４回 月８回

内部生・
２講座以上 \4,320

内部生・
２講座以上 \6,480 \6,480

内部生・
２講座以上 \3,240 \6,480

一般生 \5,400 一般生 \7,560 \7,560 一般生 \6,480 \10,800

毎週木曜日（月4/回）

2015年度　2015年1月26日(月)～2016年1月23日(土)　朝日塾宙SOLA　映像＋集団個別授業料等一覧

速読教室

毎週木曜日（月4/回） 月～金

毎週水曜日（月４/回） 毎週月曜日（月/4回）

ソロバン教室テラ ｴｲｼﾞ&ｿﾝ ﾛﾎﾞｯﾄ教室

\3,645 \8,505

県立中高一貫対策 Kメソッド国語ゼミ

中３ \4,050 \9,450 中３

\3,397 \8,262

小６ \4,050

中１～中２ \3,780 \9,180 中１～中２

\9,450 小６

\3,159 \5,589

\3,402 \5,832

\3,645 \8,505

小４～小５ \3,780 \6,480 小４～小５

小１～小３ \3,510 \6,210 小１～小３

小６　金・土 本科＋添削指導

ピンポイントゼミ＝ＵＭＩ等経費一覧　　　　　　１対１(50分)＋演習(50分)＝100分

一般生 Aコース　（１回分・税込） Cコース　（１回分・税込） 内部生 Aコース　（１回分・税込） Cコース　（１回分・税込）

（映像・集合個別）コース

小６

県立天城・大安寺・操山・
津山中受検コース

岡白中・岡中東医・就実
HG・AD受験コース

朝日塾Ⅲ類・岡中東医・
清心・就実受験コース

広大附属福山・岡大附属
中受験コース

西大和・愛光・海陽特給
等受験コース

小１　木 本科＋添削指導

小５
私立・県立・国立中受験
コース

2015年度　2015年1月26日(月)～2016年1月23日(土)　朝日塾宙SOLA　ライブ授業料等一覧

学年 内容 教科 曜日

小２　火

小３　水

小４　火

小５　金・土

本科＋添削指導

本科＋添削指導

本科＋添削指導

本科＋添削指導

-18-

※学年の表示は2015年4月からのものです。



- 1 -

UMI RIKU

UMI RIKU UMI RIKU

UMI
UMI 50

50

1
16000

RIKU
RIKU

80

15 20

50 648 RIKU KIBI

21,600
UMI RIKU 10 25

25

-19-

※学年の表示は2015年4月からのものです。



- 2 -

UMI UMI A UMI C

RIKU RIKU 1

FAX

C

C

50 1 1 50

-20-

※学年の表示は2015年4月からのものです。



2015年 朝日塾　宙ＳＯＬＡ
□　入塾申込書　　　□　変更届　　 お申込み日　　　　年　　　月　　　日

ふりがな 生年月日

ふりがな

住所
〒

【自宅電話番号】 【携帯電話番号】

【緊急連絡先】 【FAX番号】

小６対象 □　金・土　集合授業（算数・国語・理科・社会・週テスト）

□　水曜日　県立中高一貫校対策

小５対象 □　金・土　集合授業（算数・国語・理科・社会・週テスト）

小４対象 □　火曜日　集合授業（算数・国語・速読）

小３対象 □　水曜日　集合授業（算数・国語・速読）

小２対象 □　火曜日　集合授業（算数・国語・速読）

小１対象 □　木曜日　集合授業（算数・国語・速読・□ソロバン希望　□ロボ希望）

Kメソッド □　アドバンス □　スタンダード

宿題ゼミ □　月16:40-18:25 □　火16:40-18:25 □　水16:40-18:25

□　木16:40-18:25 □　金16:40-18:25

チョイス □　ソロバン教室　16:40-17:30　　□　エイジ&ソンロボット教室　16:40-17:30

速読教室 □　火16:40-17:10 □　水16:40-17:10 □　木16:40-17:10

□　木17:35-18:05 □　金16:40-17:10

UMI＋RIKU
①１６：４０～

１７：３０
②１７：３５～

１８：２５
③１８：３５～

１９：２５
④１９：３５～

２０：２５
⑤２０：２５～

２１：１５
⑥２１：１５～

２２：０５

月

火

水

木

金

①１３：００～
１３：５０

②１３：５５～
１４：４５

③１４：５０～
１５：４０

④１５：５０～
１６：４０

⑤１６：４５～
１７：３５

⑥１７：４０～
１８：３０

土

　希望科目 １（　　　　　　　　）　単元 《　　　　　　　　　　　　　　　　 　　》

　希望科目 ２（　　　　　　　　）　単元 《　　　　　　　　　　　　　　　　 　　》

小６対象 □　県立天城・岡山大安寺・操山中受検コース（□週3回・□週2回）

□　岡白中・岡中東医・就実HG・AD受験コース（□週3回・□週2回）

□　朝日塾Ⅲ類・岡中東医・清心・就実受験コース（□週3回・□週2回）

□　広大附属福山・岡大附属中学受験コース（□週3回・□週2回）

小５対象 □　私立・県立・国立中学受験コース（週2回）

希望曜日 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

入塾希望日 ／

（曜日・時間・内容） 備考

志望校

印
生徒性別

宙
SOLA
映像+集団
個別授業

生徒氏名

保護者名 □　男 □　女

学校名

宙
SOLA
ライブ授業

ご希望の日
時・時間帯に
A/Cのいず
れかを記入
し、連続する
２コマをご指
定ください。

習い事
スポーツ

入塾テスト（本科コースのみ） 希望日
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