お子様の成長に合わせて指導いたします。
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地域に根差した民間教育機関として
社会に貢献する人財を育みます。

大学受験予備校サミット・自立学習塾マイセルフ

塾生が語る
サミットの特長はそれぞれ個人に適した受験勉強ができることです。
入塾の際、塾長と共に受験勉強の進め方などを決めていき、自分に合った
スタイルで勉強を続けることができました。映像授業で自分の苦手をしっか
り対策し、自習室で勉強時間・演習量を確保することで無駄なく勉強に取り
組むことができたました。
本番前には塾の友人や講師の先生方と話すことで緊張も和らぎ、大きなス
ランプもなく受験を乗り越えられました。
自分でサミットへの入塾を決めたこと、これが受験の成功の大きな要因の
一つでした。

黒岩 裕也

サミット 卒塾
マイセルフ 卒塾

群馬大学 医学部医学科 合格
前橋三中 ➟ 前橋高校
私は高 3 の夏休みからサミットでお世話になりました。夏休みは正直辛かった
です。もちろん始めたばかりで成績はなかなか伸びないし、周りの人はものすご
く勉強をしているし。
夏休みが終わってからは高 1 から考えていた群馬大学の推薦入試の対策を始め
ました。この頃から成績が伸びはじめました。一番苦手だった英語は 60 点くら
い伸びました。これには自分でも驚きました。
推薦対策で一番力を入れたのは志願理由書です。先生に 6 ～ 8 回くらい添削し
てもらいました。本気で書いた志願理由書が添削で真っ赤になって返ってくるの
は結構辛いです。でもその甲斐あって、推薦入試で合格することができました。

木 村 真紀

サミット 卒塾
マイセルフ 卒塾

群馬大学 教育学部 合格
群大附属中➟高崎健康福祉大学高崎高校

合格してみて、自分はたくさんの人に支えられているとあらためて感じました。
辛い辛いと書いていますが、振り返ってみると良い経験だったと思っています。
受験を通して私は精神的に強くなれたと思っています。受験は学力ではないと初
めて実感しました。

私は小学校 6 年の時、英検合格のためにマイセルフに入塾しました。
当時は内容を理解せず、文法や単熟語を丸暗記していました。しかし、マ
イセルフの教材で一から勉強しなおし、「基礎」を徹底したことで、文法や英
文の構造を理解できました。英語力の土台が作れたのです。
マイセルフでは英語だけでなく、すべての教科で「基礎」を磨くことがで
きます。たからこそ、私は学校でも高い成績と順位をキープできたのだと思
います。結果として中 2 で英検 2 級を取得しました。

坂林 郁弥

サミット 卒塾
マイセルフ 卒塾

前橋高校合格
南橘中学校
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大学受験予備校サミット・自立学習塾マイセルフ

塾生が語る
私は高校の音楽部に入っていました。勉強と部活の両立は、サミットに通っ
ていなければ不可能だったと思います。なぜならサミットでは勉強の計画を
自分のペースに合わせて、自分で決めることが出来るからです。
週に一度行われるホームルームで一週間の行動計画を立てるため、自分の
使える時間を把握出来るので、時間を無駄にすることはなくなりました。授
業は映像教材を使用しているので自分の理解度に合わせて繰り返し授業を受
けることも可能です。生物の授業などは電子黒板が使われており、実際の実
験の様子まで映像で見ることが出来ます。繰り返し分かり易い授業を受ける
ことで理解が深まり、模試にも自信を持って臨めるようになりました。
また 1、2 年生のうちから志願理由書を書いたり、志望校のレベルに合わ
せたカリキュラムを組めるので、目標が明確にになりモチベーションの維持
ができます。先生方は勉強のことだけではなく様々な相談に乗ってくれます。
「サミットに通う」と決めたことは、私が高校生活を送る上で最高の選択たっ
たと思います。

二宮 あみ

サミット 卒塾
マイセルフ 卒塾

琉球大学 農学部 合格
群大附属中 ➟ 前橋女子高校

私は中学 2 年の時にマイセルフに入塾し、第一志望高校合格後も高校部の
サミットに通っています。
ここでは自立型学習のシステムで、各々の得意不得意に合わせて学習する
ことができます。
私はこの学習システムは日本一だと言い切れます。この方法で高校入試突
破だけでなく、高校入学後も学年一位を立て続けに三回獲ることができたか
らです。もちろん、それらの実績はマイセルフ・サミットの素晴らしい講師
陣の指導あってのことです。
最高の学習システム、最高の講師の揃っているマイセルフ・サミットに通
うことで、私は最高の中学・高校生活を送ることができています。とても感
謝しています！

栗原 健志

サミット 卒塾
マイセルフ 卒塾

前橋南高校合格
前橋三中

マイセルフでは毎回、初めの 10 分間で一人ひとりのゴールとなる目標を
考えます。私にとってこの 10 分はとても大切な時間であり、その日のゴー
ルを決めることによって、より計画的に勉強に励むことができます。
授業では、自分の力で解答を導き、自分の力で理解する。ここが他の塾と
は違う決定的な部分だと思います。
他の塾では分からない問題があったらすぐ先生に質問をします。一方、マ
イセルフでは、一度間違えた問題はすぐ先生に質問せず、何度も解説を読み、、
どこで間違えてしまったのか自分で見つけ出し、「分かった！」と思えるまで
解き続けます。多少時間がかかりますが、これをすることにより本当の「理解」
に辿り着くことができます。
このようにマイセルフでは、勉強だけでなく、勉強の取り組み方まで教え
てくれる、まさに理想の塾だと私は思います。
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石田 海
南橘中学校

サミット 卒塾
マイセルフ 卒塾

大学受験予備校サミット・自立学習塾マイセルフ

小中高一貫の指導
お子様の成長に合わせた指導が可能です
マイセルフ・サミットには、小学部または中学部で入
塾し、その後、高校部（大学受験）まで通塾される生徒
が多く在籍します。生徒一人ひとりの成長に合わせ、大
学受験まで見据えた指導をできるのが、小中高一貫指導
の特長です。また、一貫して自立学習スタイルのメリッ
トを採用しております。

高校生
高3
高2

最適な講座や時間数を考慮し、一人ひとりに合った、
必要な授業だけを組み入れたオリジナルのカリキュラムを作成します。

国公立

共通テスト

私大一般

小論・英検

二次対策

対策

入試対策

推薦対策

高1
中学生

中2

学校の勉強をおろそかにしない定期テスト対策や、反復学習による基礎
基本の徹底が授業の中心です。

2 科英数

中1
小学生

5科

（国数）

➟ 中学部の詳細は 10 ページから

速読コース

中3

➟ 高校部の詳細は 6 ページから

知る→分かる→できる、のサイクルを重視した無学年式自立学習で、
英語・算数・国語・速読をバランスよく学びます。

小6
小5

英検

算数

国語

小4

Lepton
コミュニケーション英語

小3

➟ 小学部の詳細は 14 ページから
➟ 詳細は

小2

17 ページ
全てのご家庭に、
ニュースレター
「開始的第一歩」
を定期的にお送りします。普段の授業風景、
お知らせ、
また勉強法やそれに纏わる情報を講師が書き下ろしております。是非ご家族皆様でお読みください。

お母様の

声
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大学受験予備校サミット・自立学習塾マイセルフ

代表ごあいさつ

代表・塾長

萩原 正欣

マイセルフという塾を一言で表すと、「自立学習塾」の名

人に言われてやる勉強、行動では実は本人にとってはさし

の通り「自分で自分を助ける力を育む」塾です。

て「本気になる動機づけ」になりません。子どもの力がみ
なぎることもありません。子どもが「はいはい」とわかっ

あなたさまのお子さまは、たとえば中学生であるとすれ

たように返事したとしても実は心のレベルで拒否してい

ば、あと 10 年もすれば社会で働いていることでしょう。

ます。ならば、もしも自分で自分の心に聞いて出した答え

そのときに必要な力とは何か、お考えになったことがある

ならば、納得して課題にチャレンジしたくなるものではな

でしょうか。

いでしょうか。

塾生たちにもこの類の質問を毎年しますが、次のような答
えが返ってくるのが定番になっています。

「質問の力」も磨いてもらいます。なぜなら自分に語りか
ける「言葉の質」が「人生の質」だと確信しているからです。

「先生、資格が必要だと思います」
「いい学校に入ることだと思います」
「英語がしゃべれることではないですか？」・・・

「今日は日曜日だ、何をしようかな？」という質問よりも
「今日を最高の日曜にするにはどんな善いことをしたらい

たしかにそれらは自己を大きく成長させるために必要な

いだろう？」

ことかもしれません。

「勉強するけれど、卓越した学びがあるとしたらそれは何

しかし、それらを会得する前にもっと大切な力があるので

だろう？」

はないでしょうか。

などと質問できるほうがよりよき答えを導くのではない
でしょうか？

子どもたちに最も必要な力、それは「主体性」だと思いま
す。

もちろん一朝一夕で主体性や言葉の力が身につくわけで

「主体性」とは「自らの意思で自らが選び、決断、行動す

はありませんが、定期的にマイセルフにお通いいただくこ

る力」です。「生きるためのエンジン」です。

とで自然に備わるはずです。
これがあればきっとコミュニケーションのちからも磨け
るでしょうし、自らの能力を伸ばすこともできます。

まずはマイセルフの無料体験授業でお試しください。
厳しくも温かいスタッフがお待ち申し上げます。

そして、
決断し行動したときにはじめて「未来」が開かれます。
逆に言えば、自ら行動しない人にはより善き未来が開かれ
にくいとも言えます。
マイセルフでは「主体性」を身につけるために、毎回ホー
ムルームを行っています。塾生のために、成功するための
考えをお話しすることもたくさんありますが、メインは
「自分の質問に自分で答える」日記を書きつづるのです。
「今日、何を成し遂げたら成功していると言えるのかな？」
「どんな気持ちで取り組みたいのかな？」
「今日は自分の何を認められるかな？」

自立学習塾マイセルフ
萩原正欣

そんなことを自分に聞いて、自分で答えるのです。
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代表・塾長

大学受験予備校サミット（マイセルフ高校部）

高校部

サミット式「学力を伸
個人別カリキュラム

合格への最短ルート

サミットでは合格までの最短ルートを「個人別カリ
キュラム」で提示しています。志望大学や得意科目、苦
手科目、生活スタイルは一人ひとり違います。それぞれ
が抱えている問題や悩み、ニーズを十分に把握した上で、
最適な講座や時間数を考慮し、一人ひとりに合った、必
要な授業だけを組み入れたオリジナルのカリキュラムを
作成します。
例えば、部活動が忙しい生徒さんであれば部活のある
1、2 年生の間は、土日を中心にした授業で長期休業期
間にまとめて授業を進める、部活を引退した 3 年生から
は毎日授業を入れるなど、生活スタイルの変化に対応す
るということも可能になっています。
また、一人ひとりに合わせたカリキュラムであるため、
授業の進度や志望校の変更などに応じて組みなおすこと
も出来ます。共通テスト演習会で計測した必要得点と苦
手・得意、生活スタイルを考慮した個人別カリキュラム
があなたを合格へ一気に近づけることをサミットは約束
します。

業界最高レベルの映像授業 ウィングネット
最強の講師陣！

大学受験における「本当に成果が出る授業」を行える
講師は限られています。映像授業だからこそ、全国の予
備校で教壇に立つ実力講師陣の授業を受講できるように
なりました。サミットで受講できる「アドバンスウイン
グ」
「ベーシックウイング」の映像授業は「生徒の学力
向上」を一番に考え、最良のコンテンツと最新のシステ
ムを採用しています。あなたの学力レベルと志望校に合
わせて、最適な授業を選ぶことが出来るのが特徴です。
難関大学合格レベルまで対応しているので、一気に合格
に近づくことが出来ます。
アウトプットの機会が多いから、学力定着が実感できます。
着実に

レベル
アップ！

盤石な基礎学力！
応用力まで積み上
げます！
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大学受験予備校サミット（マイセルフ高校部）

高校部

ばす」四つのプログラム
「ドヨトク（土曜特訓）」

高 1 〜高 3 全員必修
月２回 予定 土曜日 20:00 〜 21:10 実施予定

【大学入試改革による大きな変更点】
以前のセンター試験と異なり、大学入試では「英語」が
最も劇的な変化を遂げます。大半の日本人が不得意であ
る「リスニング問題」が入試問題の半分を占めます。また、
従来の「文法・発音問題」といった要素がなくなり、ほ
とんど「すべて長文読解」が残りの半分を占めます。し
かも今までの共通テストと比べ、2 倍の速さで読む必要
があります。
【英語について】
「ドヨトク」の英語リスニングにおいては

【数学について】
聞き取って

「ドヨトク」の数学では、映像授業や、学校の授業で習っ

穴埋めをする「ディクテーション」
、台本を瞬時に頭で

た（インプット）ことを、問題演習を重ねることで、徹

訳す、上級者であれば聞き取った英文のあとに何も見ず

底的に演習（アウトプット）します。演習を繰り返すこ

にネイティブと同じように発音していく「シャドウイン

とで「知っている知識」を「自分で使えるレベル」まで

グ」を学習します。また、ふだん映像授業等で解き上げ

引き上げるトレーニングを繰り返します。授業では完全

たテキストがそのままにならぬよう、学び終えた感覚に

個人指導で、各自の進路実現に必要な数学力を鍛えてい

陥っているテキストを持参し、その場で個人指導を行っ

きます。また、家庭学習のテーマや、内容も決めてより

ていきます。高校生が理解に苦しむテーマ、長文、文法

以上の高校セうかつを送るアドバイスもしていきます。

についてもテコ入れしていきます。リスニングについて

数学を得意にすることで、将来の進路の幅を広げましょ

は絶対的に習慣的な学習が必要ですので、課題が常にあ

う！

ります。

センター試験演習会

学力を共通テストの得点で計測
学校で行われる模擬試験では、合格までに必要な得点
がわからない、ということを皆さんはご存知ですか？
模擬試験で計測されるものは「偏差値」すなわちその
模擬試験を受験した受験者全体の中での「位置」です。
では、どうすれば合格までの必要得点を計測出来るで
しょうか？
「共通テストと同範囲・同レベルの問題を解き、計測する」
ことです。
サミットでは模擬試験を行いません。代わりに年 5 回
の「共通テスト演習会」を行っています。この演習会で
は 1 年生から 3 年生まで全学年の生徒が、模試とは異な
るセンター試験同範囲・同レベルの問題を解き、第一志
望の合格点まであと何点必要かを明確にしています。こ
こで明確にした「志望大学の合格に必要な得点」を元に
受験勉強に取り組むことで、合格に向けて無駄のないス
タートを切ることが出来ます。
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大学受験予備校サミット（マイセルフ高校部）

年間予

高校部
高1生

※おおよその年間予定を掲載しております。変更等ある場合があります。予めご了承ください。
※各予定の詳細につきましては、順次お知らせしてまいります。

夏期講習

春期講習

国語の基本事項を予習します。大

中間テスト

学受験の土台となる部分なのでと
ても大切です。
中学内容で苦手がある場合は、そ

保護者会

高校が始まる前から、数学や英語、

の克服からスタートできます。

共通テスト演習会

春期講習

期末テスト

夏期講習

1 学期の復

期以降の予

ここでの学

の成績や得
す。

保護者会

高 1 生の目標目安は、センター
数学 IA で 60 点を超える得点力。

3
高2生

4

5

6

7

8

夏期講習

春期講習

めます。また、2 年生の予習を進

中間テスト

め、志望校を見据えた本格的なカ
リキュラムに沿って学習します。

共通テスト演習会

1 年生の単元を実践レベルまで高

保護者会

春期講習

期末テスト

夏期講習

1 学期の復

期以降の予

理科・社会

重ねます。

基礎をしっ

レない基礎

高 2 生の目標目安は、英数国で、
センター試験 60% 以上の得点力。

3
高3生

4

5

6

7

8

夏期講習

春期講習

論、一段階上のレベルの問題も演
習します。

夏期講習決起会

めます。基礎力を大切にするは勿

三者面談

本格的に受験生としての勉強を始

共通テスト演習会

春期講習

夏期講習

とにかく質

くさん受け

目を潰し、
します。

センター演

点の 7 ～ 9

2 次対策も

高 3 生の目標目安は、10 月にセ
ンター試験ボーダーの突破です。

8

大学受験予備校サミット（マイセルフ高校部）

予定表

高校部

習

冬期講習

期末テスト

中間テスト

復習、または 2 学

冬期講習

予習をします。

手なく 2 年生の内容に移行

学習量が、夏以降

できるようにします。

得点力に直結しま

2 年生の予習も可能です。

8

9

10

11

12

1

2

3

冬期講習

習
共通テスト演習会

中間テスト

復習、または 2 学

予習をします。

会も基礎から積み

。

っかり固めて、ブ

礎力を養成します。

8

期末テスト

1 年生の総復習をして、苦

9

10

11

冬期講習

きるようにします。
2 次試験レベルの問題も徐々
に学習していきます。
3 年生の予習も可能です。

12

2

3
直前講習

直前講習
二次試験で出題の多い単元
を多く演習し、直前の得点

けることで苦手科

力アップを図ります。

、得意科目を伸ば

演習は勿論（目標

9 割を目指します）
、

1

冬期講習

質の高い授業をた

も一気に進めます。

期末テスト

1・2 年生の総復習をして、
センターレベルまで対応で

三者面談

習

期末テスト

共通テスト演習期間
共通テスト演習期間
志望校合格に必要な得点に応じて、予想問題や過去問を解きます。

9

自立学習塾マイセルフ 中学部

中学部

マイセルフの特長 ～

個別指導と集団授業のハイブリッド授業

自立学習

マイセルフの授業は、個別指導と集団授業の良いとこ

個別指導の良さ：内容・ペースは自分だけのオリジナル。

ろを掛け合わせた独自のスタイルです。整った環境の中、

個別指導の難点：講師に依存し、答えを教えてくれるの
で、分かった気になってしまう。競争環境のない孤立し
た状態で、自分の正しい位置が分からない。

一人ひとりが「自分の勉強すべき内容」に「自分のペース」
で取り組むことができます。

集団授業の良さ：一体感のある教室で切磋琢磨する環境
があり、自分の偏差を知ることができる。

授業時間一コマ 50 〜 70 分を「すべて演習に充てる」
ことができ、とにかく解くので演習量が多いのも特長です。

集団授業の難点：自分に必要のない講義、講師の話しを聞
く時間が長い。講師が話す時間が、演習時間より圧倒的に多い。

ホームルーム・日記

自分で決める今日のゴール

自分自身で今日の目標＝ゴールを決め、それを達成す
るために必要な方法や心構えを、授業開始時に必ず考え、
日記に書きます（終了時には、今日得た成果を考えます）
。
また、やる気を引き出す「コーチング」の手法を取り
入れ、生徒が能力を最大限に発揮できるようにサポート
します。

Q. 今日あなたがマイセルフの授業に参加してやりきること、 できるようになることは何ですか？

生徒の日記から

Q. 目標達成のためにどんな気持ちで取り組みますか？どんな行動で勉強しますか？

Q. 今日勉強してみて、 成長したこと・うまくいったこと・上達したことを、 もし三つあげるとしたらそれは何ですか？

メディアも注目！
掲載多数！

※一部のみ掲載

女性セブン 2014 年 6 月号に「2 ヵ月で
偏差値が 6 伸びる学習塾」として掲載。
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プレジデント Family 2013 年 5 月号で
マイセルフの自立学習が見開きで見開き特集。

～独自の「自立」学習～

自立学習塾マイセルフ 中学部

中学部

正しい勉強法を身に付け、圧倒的に成績を上げる
マイセルフの授業で大切にしていること、それは「姿
勢」
「行動」
「言葉」です。この 3 つをより良い状態に保
つことで、
「前向きな感情と行動」と「高い成果」を得
ることができます。
学習中は、
成績を上げるために必要な勉強法を 「集中できる正しい姿勢」は成績を
網羅した謹製マニュアル「虎の巻」
上げる第一歩。― 虎の巻 ―

・とにかく大量に問題を解くこと
・その結果を素直に受け取ること
・改善すること
に専念します。「解けない」
「乗り越えられない」という
「学習の壁」に突き当たったとき、
「どうやって自力で乗
り越えられるか？」を考え、行動するという機会に恵ま

成績の上がる勉強法、合格した先輩
たちのノートを掲載。― 虎の巻 ―

れています。

不明な点を短文でまとめ、反復して
学習・記憶するための「守破離」

1. テキストのページ左上に日付を書き込む。

解く

2. ノートに解く。
3. 解答を開かず、見ずに解く。
4. 自信のない問題、10 分考えても分からない問題には☆マークを付ける。
1. 漢字の間違いなどがないか、丁寧にノートに○×を付ける。

答え合わせ

日付と○×△の記入。×の改善、苦
手の把握ができ、次に活かせます。

2. テキストにも問題の横に丁寧に○×を付ける。
3. たまたま正解した問題は△にしておく（この素直さが大事！）。
4. 正答率を「マルチ進行表」に記入する。
S. 解説を見ないで、もう一度解く。

改善

A. 解説を 2, 3 回よむ。そして、もう一度解く。
B. テキストのポイントを読む。そして、もう一度解く。
C. 教科書・参考書・辞書で調べる。そして、もう一度解く。
D. 先生に質問して解決する。そして、もう一度解く。

キミの実力に合わせて問題を選定

実力に応じてマスターすべき単元と
期限を設定した中 3 ロードマップ。

だから、授業についていけない！
という不安はありません。

『英語はトップレベル、でも数学は苦手。社会は平均点。理科は苦手。』と各教科にばらつきがあっても大丈夫です。
あなたのその教科における実力に合わせてテキストを解いていきます。そして、個人指導の形態ですから「授業につ
いていけない」という不安はありません。

生徒の声 ‐ 自己最高点インタビュー

高等学校 合格実績
前橋高校、前橋女子高校、前橋南高校、前橋東高校、市立前橋高校、前橋商業高校、前橋工業高校、群馬高専、高崎高校、
高崎経済大学附属高校、高崎北高校、高崎東高校、渋川高校、渋川女子高校、栄東高校、佐久長聖高校、渋川青翠高校、
利根実業高校、農大二高、樹徳高校、前橋育英高校、明和県央高校、高崎商科大学附属高校、高崎健康大学附属高校、
共愛学園高校、本庄東高校、正智深谷高校、佐野日大附属高校、足利白鴎高校
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ほか多数

自立学習塾マイセルフ 中学部

年間予定表

中学部
中 1・２生

英語

数学

全員が長文を読めるようになる

カギを握るのは「質問」

中 1・2 の英語の学習は中高 6 年間の基礎です。こ

マイセルフの数学は二つの特長があります。

の土台を 100% しっかりつくることが高校受験、大

一つ目は、分からないまま先に進まない学習。

学受験の成果を左右します。授業内では、各学年の

二つは納得いくまで考え、楽しむこと。授業

学校準拠ワークで学校授業の復習を行います。単語・

の成功のカギを握るのは「質問」です。曖昧

英文は「書けること」ではなく、まず単語・英文を

な部分を明確にする→質問する→解決する。

「読めること」
「日本語の意味を分かること」を重視

このステップを強化していくことで「できる」

します。
「読めず、意味が分からず」の単語をいく

問題を増やして自分で学ぶ力をつけていきま

ら練習してもそれは記号の練習です。マイセルフで

す。講師からは「どうやってこの問題解いた

使用する単語帳でしっかり調べる習慣をつけていき

の？」
「別解を考えてみよう！」という質問

ますので安心して基礎力をつくることができます。

で一人ひとりの数学力を鍛えます。

※おおよその年間予定を掲載しております。変更等ある場合があります。予めご了承ください。
※各予定の詳細につきましては、順次お知らせしてまいります。

学校準拠型（基本から応用まで幅広
く対応できる）ワークを使用します。

定期テスト対策とは？
各中学のテスト前（直前の日曜日を含め、月～土

定期テスト 5 科目の得点アップ 最高 178 点

まで 7 ～ 10 日間）は毎日通塾することができます。
通塾科目の成績アップを優先します（5 科目対応）。

中3生

新年度授業スタート！

3

中間テスト対策

期末テスト対策

6

7

春期講習
夏時間

4

5

8

夏時間
春期講習

三者面談（第 1 回 ）
高校入試ガイダンス
志望校合格への STORY 1

中間テスト対策

期末テスト対策

各教科の学力に応じて「マスタ
5 科目対応の謹製映像授業
ーするまでの期限」
「解くべき
問題」を各単元で設定しますので、
一年を通してやるべき課題が明確です。
中学 3 年間の内容を網羅した「ミラクル
ロード」「新演習」「マイクリア」など、
生徒の学力を最も上げやすいテキストを
使用します。偏差値 22UP【半年間最高値】

夏の合宿は、受験生が人生で最も勉
強する貴重な四泊五日になります。

英語

全員が長文を読めるようになる

数学

基礎力と応用力を養う

英語の大きな土台は中 1 内容の学習です。あえて

全国的に見て難易度が高い群馬の入試数学に対

そこからスタートすることが合格への最短ルート

応するための「基礎力」と「応用力」を養います。

です。それからじっくりと中 2・中 3 の復習を行

模擬試験と定期テストの対策を組み合わせ、中

います。「文法」「単語力」はもちろん、大学受験

1・2 の復習と中 3 内容をバランス良く学習し

にも有効な「単語の発音・アクセント」「リスニ

ます。また、個人指導の利点を活かして、理系

ング」
「英作文」
「長文読解」もマスターします。しっ

を目指す生徒には、高校範囲の問題を出題した

かり基礎が固まったら高校範囲の学習をどんどん

り、前学年の内容に戻って学習することもあり

進めることも可能です。必ず言えること、それは

ます。入試直前は「動点」
「図形証明」
「文章題」
「作

100% 全員が長文を読めるようになるということ

図」の対策を、映像授業とオリジナルテキスト

です。

で徹底的に行います。
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自立学習塾マイセルフ 中学部

表と教科案内
国語

中学部

理科

速く読む

社会

調べ、覚え、質問する

大局的にものごとを眺める

国語の授業は「速読解」授業です。 学校で学習した内容の問題を解くことで、

社会の学習で最も大切なこと、それは、大局的なものの

速く文章を読めることが、すなわ

「知っている」知識を「使える」知識に変

見方です。歴史を学ぶ際には「時代の順番」
「その時代の

ちじっくり解く時間・見直しの時

えていきます。
「調べる」
「暗記する」
「質

シンボルとなる人物」
、そして「出来事」をセットで学習

間を生み出すことができるので

問する」
、この 3 つの行動で理解を深めま

することを第一としています。

す。

す。

地理は都市や国などの位置関係を把握することが大切で

眼筋トレーニング、文章速読を通

春期・夏期・冬期講習では受験レベルの問

す。地図帳にしっかりとボールペンでマーキングするこ

し、１分間における可読文字数

題集に取り組み、入試レベルの問題（既習

とで、以前マーキングしたものとの関係性を確かめ、そ

を 2000 字～ 5000 字程に伸ばし

範囲）にチャレンジします。それによって、 の画像を頭に仕舞い込みます。

ます（大人の１分間可読文字数は

入試と定期テストの傾向の違いを体感で

400 ～ 800 字）
。

き、入試への意識を高めることができます。 ぐにつながっています。

これらの学習法は中 3、ひいては高校社会の学習にまっす

学力テスト（第 1 回 ）

学力テスト（第 2 回 ）

中間テスト対策
夏期講習

8

三者面談

9
夏期合宿

即アップコース︵必修︶

夏期講習

期末テスト対策

10

期末テスト対策
冬期講習

11

12

1

2

3

冬期講習
三者面談（第 2 回 ）
高校入試ガイダンス
中間テスト対策

志望校合格への STORY 2

期末テスト対策 私立入試直前特訓

公立入試直前特訓

土曜記述特訓

国語

読解に必要な「行動科学」

理科

入試で勝つ教科にする

社会

語句から社会をマスター

マイセルフで国語の授業を一年間通して受ける

群馬入試の理科は他教科に比べ平均点が高いの

マイセルフの社会はとにかく反復練習。一問

と、気楽に国語が解けるようになった！線をど

が特徴。すなわち勝たなければいけない教科な

一答で知識をしっかり習得してから文章題に

こに引けばよいのかわかった！という声がたく

のです。そのために、中 1・2 内容を徹底的に

取り組んでいきます。また、授業初めには「語

さん上がります。国語は最も簡単で誰にでもで

復習します。新課程の中 3 内容は、定期テスト

句を読めるか？」
「意味が分かるか？」を念頭

きる科目である、という認識がもてるはずです。

対策で集中的に勉強して、入試と定期テストの

に音読をしていきます。
「読めないもの、意味

一学期は速読力を磨きます。速く読めればそれ

学習を両立します。授業中に参考書を使って疑

がわからないものをひたすら書くことはつま

だけ問題をじっくり解けますし、見直す時間も

問を調べ、解決することができるのもマイセル

り象形文字を練習しているのと同じ」なので

増えます。夏期講習以後、読解に必要な「行動

フの大きな特長です。苦手な人が多い計算単元

す。語句の理解ができればすなわち社会をマ

科学」を学びます。夏前から冬にかけて、最も

は、隣で直接指導します。公立入試直前に 4 ヵ

スターしやすいと言えます。一年を通し、
歴史、

学力を上げることができるでしょう。

月間の記述対策で総まとめを行います。

地理、公民の順で履修します。
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自立学習塾マイセルフ 小学部

小学部の特長
知る→分かる→できる

好循環を重視した無学年方式自立学習

マイセルフの授業で大切にしていること、それは「姿
勢」
「行動」
「言葉」です。この 3 つをより良い状態に保
つことで、
「前向きな感情と行動」と「高い成果」を得
ることができます。
学習中は、
・とにかく大量に問題を解くこと
・その結果を素直に受け取ること
・改善すること
に専念します。
「解けない」
「乗り越えられない」という
「学習の壁」に突き当たったとき、「どうやって自力で乗
り越えられるか？」を考え、行動するという機会に恵ま
れています。
実際の授業とホームルームの様子。小 3 から小 6 までの生徒が、
それぞれ異なった単元の勉強に取り組みます。

授業の流れ
ホームルーム（授業開始時）
あなたの目標、目標を達するために必要な気持ちと行動
を考えます。

（10 ページをご参照ください）

自立学習
演習時間です。

（10 ページをご参照ください）

ホームルーム（授業終了時）
「プレジデント Family」2013 年 5 月号で

今日の達成行動をあなた自身がふりかえり、認めま

マイセルフ小学部の自立型学習が特集されました。

す。

（10 ページをご参照ください）

1. テキストのページ左上に日付を書き込む。

解く

2. ノートに解く。
3. 解答を開かず、見ずに解く。
4. 自信のない問題、10 分考えても分からない問題には☆マークを付けておく。
1. 漢字の間違いなどがないか、丁寧にノートに○×を付ける。

答え合わせ

2. テキストにも問題の横に丁寧に○×を付ける。
3. たまたま正解した問題は△にしておく（この素直さが大事！）。
4. 正答率を「マルチ進行表」に記入する。
S. 解説を見ないで、もう一度解く。

改善

A. 解説を 2, 3 回よむ。そして、もう一度解く。
B. テキストのポイントを読む。そして、もう一度解く。
C. 教科書・参考書・辞書で調べる。そして、もう一度解く。
D. 先生に質問して解決する。そして、もう一度解く。
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自立学習塾マイセルフ 小学部

小学部 コース案内

算数・国語
※一部校舎で開講

算数

ひとつの知識を様々な問題に使い分ける

マイセルフの算数は自分の力で問題を解くことを最も
大切にします。
「知っている」と「できる」は異なります。
ひとつの知識を様々な問題に使い分けることができてこ
そ、
「できる」段階になるのです。小学生は、中学・高校
数学の土台を作る大切な時期です。小手先のテクニック
を手取り足取り教え込むのではなく、自力で問題を解決
して粘って考えていく姿勢、問題を解決する方法を指導
します。

国語

読解に必要な行動科学を身に付ける

算数であれば、文章を読みとり、イメージし、計算過
程を書いて答えを出す必要がありますが、国語の答えの
大半は文章中に書かれています。まず、このことを意識
することから国語への取り組み方が変わります。
国語ができるようになるために必要な「行動科学」を知
り、
それを実践する練習を積み重ねます。テーマは説明文・
物語文・作文・文法を中心に、特に主語・述語・修飾語
の完全理解を目指します。
とにかく大量に演習しますが、この理解がやがて中学
国文法、英文法、古典文法を理解する基礎にもなります。

名言素読
小学生の国語は「名言素読」で始まります。成功する人
物は、
成功するために必要な「ことば」を持っていますし、
それを歴史に残してきました。その「ことば」を知るこ
とで各自の多様なゴールを達成する脳回路を作ります。
「名言素読」は、教師が意味を教えるのではなく、
「子ど
もたちがそれを読んで何を感じるか？何を学ぶか？」に
主眼をおいています。子どもたちの意見は、クラスの生
徒全員に共有され、さらなる気づきやアイディアを得る
ことができます。

使用テキスト

各学校の教科書に準拠した復習型テキスト

算数は、各学校の教科書に準拠したテキストを使用し、
既習範囲の定着を図ります。
国語は、映像授業システム @will を利用するほか、名言
素読などマイセルフ謹製教材を使用します。
また、季節講習では、前学期の復習を単元ごとにピン
ポイントで学習できるテキストを使用します。
15
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Lepton

コミュニケーション英語

※一部校舎で開講

全くの英語初心者でも
楽しんでできる自立型英語教室
従来の英語教室とココが違います
・いつからでも、どの段階からでも始められる
・世界で通用するコミュニケーション英語が身に付く
・TOEIC® テストに繋がり、中学英語や英検にも役立つ

ネイティブによる正しい発音
CD で「英語耳」をつくる

聴く・声に出す に加え、
読み・書きも徹底

専任チューターによる個別チェック

CD とテキストで自立型学習

・個別指導の良さと、自立学習の良さを併せ持っている
・通いたい曜日、時間、授業回数が選べる
・楽しく学べ、続けやすい
・JET 受検を通して学習成果や目標設定ができる

レッスン案内

対象：小 2 ～

レッスンの時間割は 2015 年 2 月現在、月・水・木・
金です。1 コマ 50 分のレッスンを、最大 6 コマ、週 3
回まで通塾可能です（小学部 Lepton）
。
詳細は入塾案内をご覧ください。

レッスンの流れ
Key Phrase では、月間を通じてスピーキング練習をします。
マイセルフ独自の取り組みです。

① Key Phrase
月間を通じて同じ表現のスピーキング練習をします。
人称・動詞・名詞を自由に考えてペアで質疑応答します。

② Game
Lepton で使用することばを使って、右脳を刺激しな
がら色々なゲームをします。

③ 自立型レッスン
文法を教え込まず、ナチュラルに仮定法・関係代名

英語のみで行う Game は、いつも大盛り上がり！楽しみながら
英語脳を育むことができるマイセルフ独自の取り組みです。

詞などのレベルまで学んでいきます。
世界 1,000 教室！

全国 700 教室の中で Best School 受賞
Key Phrase や Game、また英会話をふんだんに取り入
れたレッスン、全国最大規模のイベントが話題を呼び、
マイセルフの Lepton は Best School 賞を受賞しました。
マイセルフのハロウィンパーティーは 50 人超。全国最大規模です。
Lepton 公式パンフ全国版にも掲載されています。

保護者様のお声 ‐ 立見日菜子さんのお母様

16

自立学習塾マイセルフ・大学受験予備校サミット

速読

全ての学力の土台形成

※一部校舎で開講

速く正確に読み解く力を鍛える

小 2 〜高 3

1 単元 2 単元 3 単元

学習後

1 単元

3 倍の学習量に

記憶の定着が有利に

➠

学習前

1 単元

➠

1 単元

学習後

読書速度が 3 倍になると…
学習前

一生使える力

学習量・学習の質がアップ！

復習

復習

勉強できる時間には限りがあります。限られた時間を有
効に使うことで、
身に付けることができる知識量が増え、
問題に対してじっくり思考する時間を確保できます。

高校生は「学習効率」で成績が決まる！

「トレーニングで速くなりました！」
大学入試センター試験（国語）

高校生

速読を受講するとこんな効果が期待できます。

読書速度
500文字／分

☑ 受験勉強の効率が上がる
☑ 短時間集中での学習館を作れる

試験時間 80 分
読む 44 分

不足…

解く 36 分

12 分

試験時間 80 分

読書速度
読む
1500文字／分 14 分

☑ 授業についていくのが楽になる
☑ 試験時間に余裕ができる
☑ 自由な時間が生まれる

解く

見直し

48 分

18 分

文字数は約 222,00 文字。成人の平均読解ペース 500 文字／分で読んでも、
読むだけで試験時間の半分以上ロスしてしまう。速く読めることは必須。

中 3 夏までに「学習効率」を伸ばそう！

群馬県立高校入試（国語）

中学生

速読を受講するとこんな効果が期待できます。

読書速度
300文字／分

☑ 受験勉強の効率が上がる
☑ 中 3 夏以降の学習量が増える

読書速度
900文字／分

☑ 国語力がアップする
☑ 数学の文章題が解きやすくなる
☑ 動体視力が向上する（スポーツにも良い）

試験時間 50 分
読む 17 分

不足

解く 33 分

3分

試験時間 50 分
読む

解く

見直し

6分

36 分

8分

文字数は約 5000 文字。記述式で解答することに長い時間を要す
るため、文章を速く読み、じっくり解答することが攻略のポイント。

小学生

楽しく学んで能力アップ！

授業は楽しく。小

速読を受講するとこんな効果が期待できます。

るゲームもありま

学生は右脳を鍛え
す！

☑ 読書が好きになる
☑ 算数の文章題が得意になる
☑ 学校の授業に余裕を持ってついていける

トレーニング中は

☑ 楽しく塾に通える

自己ベストを目指

☑ 国語が得意になる

して「目」だけ集
中します！

17

自立学習塾マイセルフ 小学部・中学部

英検・漢検・JET
マイセルフで各種検定が受検できます
マイセルフは各種検定（英検・漢検・JET）の準会場
登録団体となっております。いつも授業を受けている教
室で検定が受けられます。試験官はもちろんいつもの講
師が担当します。
（筆記試験のみ）
また、生徒だけでなく、地域の皆様も受検していただ
けます。保護者の皆様もどうぞご利用くださいませ。
なお、検定の日時目安については入塾案内をご参照く
ださい。検定が近づきましたら、授業内でお伝えしてま
いります。

※一部校舎では実施しておりません。

Junior English Test ‐ TOEIC® テストのジュニア版

JET 試験

コミュニケーション英語 Lepton（18 ページ参照）は、TOEIC® テストで 600 点を取る英語力を育成するために作
られています。そのジュニア版である JET 試験を、英語習得の指標としてマイセルフではお勧めしています。
Lepton 受講生は、JET 対策として模擬テストや専用問題集を使った対策が可能です。レッスンだけでなく家庭学習
を生かした対策を行うことで、目標級の取得が狙えます。

※一部校舎では実施しておりません。

英検特講

英検合格への最短コース
マイセルフの英検対策「英検特講」では、自分の弱点
を集中的に補強したい、長文読解が出来るようになりた
い、リスニングをやりたい、そういった様々なニーズに
応じて学習を進めることができます。英検合格への最短
コースをカウンセリングで決定し、必要な勉強だけに邁
進できる英検一次試験対策の決定版です。
英検特講は英検一次試験の 1 〜 2 ヵ月前に授業内で告
知してまいります。
（通年開講する場合もあります。）

英検二次対策講座

3 級～準 1 級

マイセルフでは、本番さながらの面接対策を実施して
います。入室から退室に至るまでを事細かにチェックし、
面接合格に必要なテクニックを身に付けます。
開講以来、二次試験合格率 100% を誇る講座です。
※一部校舎では実施しておりません。

生徒の声 ‐ 英検対策講座を受けて
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中学 2 年で英検 2 級に合格！坂林郁弥くん
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1

まずはお電話でお問い合わせください

2

面談にて学習する内容・単元を決定

3

無料体験授業、または講習を受講

4

入塾のお手続き

塾選び、受験についてのお悩み、学力のこと、細かいこ
とでもお気軽にご相談ください。具体的なご相談をご希望
であれば面談を設定いたします。
お電話はフリーダイヤル

前橋本部校

0120 - 9 7 1 - 1 5 7
携帯電話の方は 027 - 219 - 0909

受付時間は 14 時〜 22 時です（土日可）。

371-0046 群馬県前橋市川原町 2-12-14

大学受験予備校サミット
前橋本部校
新前橋校
文京校

371-0046 群馬県前橋市川原町 2-12-14
371-0046 群馬県前橋市川原町 2-12-14
371-0831 群馬県前橋市小相木町 554-1 2F 西
371-0801 群馬県前橋市文京町 2-23-5 1F 西

※お問い合せはすべて 0120-971-157 （本部代表） へお願いいたします。

