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The Complete Lesson

What’s “The Complete Lesson” !?
「完全学習」とは？

「個別指導」「集団授業」 +

競い合いがクラス全員の力を伸ばす 分かるまで丁寧に教える

=
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The Complete Lesson 最強塾　塾長　小峰達也

※ 先着20名様限定です

※ 以前、体験授業・講習に参加された方
　 は通常料金になります。

水 4 ７ 木

小学生 中学生

10,800 （税抜）
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今の成績が…？？関係ない！！

行きたい高校をまっすぐ目指せ受験生！！

1 ・ 2 年生の内容にも 「出るところ」 「出な

いところ」 がある！！昨年の入試予想を的

中させた分析力で、 5 教科のツボを丁寧に

解説します。

新年度の内容も先取り！ 

3 年間で最もつまずく学年！

１年内容を総復習し、 今までの勉強の悩みを

スッキリ解決！部活をしながらバランスよく通い   

当たり前」 なリズムを身につけます。 新年度

の内容も先取り！ 

集団授業についていけない！？
基礎からじっくり勉強したい！？
特定の科目だけ勉強したい？？
まずは平均点を目指したい？？
そんなキミには個別指導がオススメ！！
勉強がわからなくなったポイントまで、
場合によっては学年をさかのぼって
復習！！「勉強のやりかたそのもの」を、
丁寧に、 わかるまでしつこく教えます。
わかると、だんだん勉強が楽しくなる！！
これぞ＋のスパイラル！！

初めての定期テストで目指せ９０点以上！

一気に量が増え、 難しくなる中学校の勉強に

どう対処するか？？まずは 「中学生の勉強の

しかた」 から徹底指導！

スタートダッシュでライバルに差をつける！！

集団授業クラス
個別指導専門クラスもあります！！

個別指導専門
クラス

２０１３年、 The Complete Lesson 最強塾は、 勉強を通じて 「自分で考える力」 「逃げない心」 「他者

とのかかわりに対する感謝」 を学ぶ新しい塾として開業しました。 その理念を貫き、 最強の卒業生達

は今回も 「志望校合格」 という大きな夢を叶えました。 おかげさまで３周年！！

この春から Lv4 にさらにパワーアップ！！ 「自分を変えたい！」 と思う小中学生のみなさんのため、

保護者の方々のよりたくさんの笑顔のため、 私たちはこれからも 「本気」 にこだわり続けて参ります。

33

「龍」 「虎」

※校舎・学年・クラスによって日程が異なります。詳細はお問い合わせください。

こちらも半数以上が過去最高記録達成！！

過去実績　１学期中間テスト　数学100点
英語100点　理科100点達成多数！！

昨年は７割の生徒が、１学期中間テストで
史上最高順位を取りました！！

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

最強塾では通常授業のほか、定
期テスト３週間前から土日祝を
使って更に徹底復習を実施！
進度にバラつきがある科目は、
学校別にテスト対策講座を行い
ます。ここでも「納得いくまで
繰り返し」が基本！
最強塾の指導に死角はありませ
ん！！

定期テスト
対策特訓

学校別・単元別
5教科完全復習

鬼テスト
勉強の目的は「わかる」ことではな
く「できる」ようになることです。
当塾ではその日の授業で行った内容
を、小テスト形式で徹底確認します
。通称「鬼テスト」!!合格基準は全
問正解のみ。不合格の場合は、もう
一度同じ問題を全問やり直しをしま
す。何度でも。何度でも。
合格するまでは決して帰る事が出来
ません。

宿 題
せっかく家で机に向かうのであれ
ば、それを「意味のある時間」に
したい。そのため宿題にも合格・
不合格があります。もちろんゴー
ルは全問正解。いい加減にやった
りしたら、個別指導に「召集」が
かかります。多くの宿題をじっく
り取り組むことによって、「少し
ずつ毎日勉強する」習慣と、「決
めた分だけを計画的にこなす」習
慣が定着してきます。

個別指導 TTTT
「どうしてもわからない」「苦手
だ」という部分は、誰にでもあり
ます。そこは完全無料・時間無制
限の個別指導でフォローしていき
ます。ただし「自分で考えて物事
を解決しようとする意欲」を失わ
ない様にするため、個別指導にお
いても極力「自分で考える」こと
を重視しています。

合格するまで
帰れない ! !

毎日やるクセを
つける ! !

完全無料 ! !
時間無制限 ! !

ライバルがいるから
強くなれる！

集団授業
「最強の自分」をつくるためには、
ライバルのいる、適度に緊張感のあ
る環境が必要です。「成績の上がる
子、頑張っている子が普段どれほど
の努力をしているのか。」それを間
近に見ながら、お互いに競い合い、
磨き合うため、あえて「集団授業」
をメイン講義としています。内容は
学校授業の先取りが中心です。

お好きな時間をご指定下さい。保護者の方のみ、お子様とご一緒、どちらでもOK！

月〜土

随時開催



ウニクス
上里

線号３２道県

●小学校１年生〜中学校３年生のための学習塾

・小学1～6年生　国語・算数・学学（勉強のしかた）
・中学1～3年生　５科目定期テスト対策・高校受験

埼玉県児玉郡上里町七本木2790-1

ここでは紹介しきれない事がたくさんあります！！

さらに詳しくは公式HPをご覧ください！！

TEL
E-mail
HP
住所

0495-33-5335
info@saikyoujuku.com
http://saikyoujuku.com/

〈株式会社 冒険社〉

検索最強塾　上里

上里中 ・ 上里北中 ・ 本庄南中 ・ 本庄西中はもちろん
児玉中 ・ 神川中 ・ 県外私立中など、
町外からも多数通塾いただいています！！

との  声 ！！

※ 当塾規定の初期費用との相殺となります。
※ 他塾発行の領収書など、支払いを証明できる書類を提出いただきます。

現在、他塾に通っている方には... 

「今行っている塾に不満があるけれど、授業料を先払いしてしまったし...」… 

「移籍割」
お子様の貴重な時間をムダにはできません！！当塾では塾を移ろうかとご検討中

の方を全面サポート！！通常授業にご入塾の場合は、他塾に先払いした
費用を当塾が全額負担 !!　

最
強
塾
名
物
！

※学年によって授業日が異なります。詳しくはお問い合わせください。

何度でも、納得いくまでお試し下さい。

春期講習をご検討の方へ

3月
通常授業 できます。無料体験

入って一礼、出て一礼。

茶室や寺子屋をイメージした「掘りごたつ教室」

教室は入り口をわざと低く作ってある、「一礼しないと入れ
ない教室」。生徒たち同士で考え、互いにスペースを有効活
用してほしいので、個別の机は設けていません！！人数の多
いクラスは「座席くじ」でその日のポジションが決定！！教
室に入るだけで真剣勝負(！？)の始まりです。

2015年度最高記録

個別指導＆
自習室利用時間

1ヶ月に　　 回！28

1ヶ月に　　     分！7440

来れば来るほどおトクな塾！

通塾

新入塾生も絶賛受付中！

書けば夢が叶う!?

目標をさらして退路を断て!!「カベ黒板」

「毎回小さな目標を作り、達成し、それを積み重ねていくこ
とで大きな夢を叶える。」その感覚をつかむために、入室時
には、その日の目標をカベ黒板に「本気で」落書きしてもら
います。仲間とそれぞれの目標を共有し、一体
感をもってがんばることができます。

帰りたくなくなる!?　「超快適自習室」

自習室は個別ブースになっている塾の方が多いと思いますが、
最強塾では、敢えてほかの生徒が自習している姿が見えるよ
うにしています。
成績が上がる生徒が、普段どれだけ努力をしているのか？そ
れを，間近で見ることによって、お互いに刺激を与え合いま
す。最強塾では学年を超え、塾生全員が一つのチームです。
その考え方は、自習室にも根付いています。

超絶わかりやすくて楽しい！！

「最強熱血授業」

某大手学習塾時代にTVの入試解説に出演！全校授業トーナメ
ントで優勝！！学期ごとの生徒アンケートで毎回１位独占！
３０００名を超える指導実績を持つ「塾長」を始め、多彩な
経歴を持つ講師陣が、わかりやすくてパワフルな授業を展開
！「勉強ってこんなに楽しいのか！」と感激すること間違い
なしです！

自習室の絶大な効果ッ！！

自習室に毎日
通っていたＡさん（中3）

自習室を1日平均5時間くらい
利用したＢさん（中3）

授業のみ週2回
受けているＣさん（中3）

4月偏差値　59

6月偏差値　62

7月偏差値　65

学年順位　46位　→　6位

↓

↓

↓

↓

↓

↓

4月偏差値　51
　
6月偏差値　54
　
7月偏差値　56

学年順位　65位　→　23位

4月偏差値　57
　
6月偏差値　59
　
7月偏差値　60

いくら授業が分かりやすくても、「通って
いるだけ」では成績ＵＰも知れたもの。
最終的に実力を付けるには、やはり反復
練習が欠かせません！
「ラクして身に付く方法などない！！」
これを教えるのも我々の務め。
最強塾には他にも「次の日も来たくなる
工夫」がいっぱい！！
授業は週1～3回ですが、最強塾は「週7回
通える塾」なのです！！

だから成績が上がる！！だから成績が上がる！！

 こんなお子様におススメです！

「空間に徹底的にこだわった塾」

として雑誌に載りました！！

英検・漢検・数検　

準会場指定！！

※外部の方も申込みおよび受検が
可能です。
高校生、社会人も大歓迎。詳しくは
お問い合わせください。

最強塾自慢の超快適自習室のみ、
月ぎめで利用できる制度もありま
す。授業ナシで自主勉しまくりた
い人に！
※詳しくはお問い合わせください

●学校の友達が少ない環境で、黙 と々じっくり勉強
　したい人

塾自体は上里中の学区にありますが市境に近い
ため、上里中・上里北中・本庄南中・本庄西中はも
ちろん児玉中・神川中・県外私立中など町外から
も多数通塾いただいています。学校の偏りが少な
く、適度な緊張感が保たれています。

●自分で勉強して、わからないときだけ質問したい
　人

自習室はいつでも質問ＯＫ！学校のワークや宿題
が、自分の部屋でやるより何倍もはかどります。
ルールを守れば、ホットドリンク飲み放題！！
テスト前は一日に13時間も勉強していく強者も！！

●ライバルがいる方が燃えるという人

クラスの中で自分だけできない悔しさ、周りに負
けたくないという重圧が、人を強くするもの。最強
塾があえて集団授業をメイン講義にしている理由
は、まさにそこにあります。
遊ぶため、騒ぐためでなく、勉強のために強敵
（とも）が必要という人に。

●ハッキリ言って学校の授業についていけない…という人

伸び悩んでいる生徒の多くは自己流の勉強法が
あって、ワークやテキストの使い方、マルの付け方
などが決定的に間違っています。根本のそこを矯
正するだけでグングン伸びていく生徒は本当に多
い！無料の映像講義などでは決して指摘してもら
えない「正しい勉強法」。
これを教えてくれるのは最強塾だけです！！

●家では誘惑が多くて…という人

自習室は「勉強しない者は退場！」というルールが
あり、
「鬼の見張り番」も居るため、塾に来た以上は勉強
するしかありません！
携帯電話は入り口で預けてもらい、サボれない環
境を整えます。

●ほかの塾から移ってきた人

定期テストのたびに塾をあちこち変えて、それでも
ダメで、最強塾に流れ着く生徒は、毎年たくさんい
ます。でも、彼らは最強塾に入ったら、これ以上塾
を移ろうとはしません。
色々見比べるとわかる最強塾の魅力！！
「通いたい！」「ここで頑張ろう！」と思わせる力は
地域のどこにも負けません！！

自習室会員制度　「ちょい塾」自習室会員制度　「ちょい塾」

※記事は当塾の公式ＨＰからご覧いただけます。

ご覧ください！！

月刊「私塾界」掲載！！　

塾生のタイプ い ろ い ろ


