
新学期資料
進  呈

予
約
24
時
間
受
付
中
！

新中1生からはジーニアス！！ 忙しいキミも週1回から学べます！ 質の高い授業をリーズナブルな費用で。

2019高校入試 ジーニアス生おめでとう！ 情熱特訓の成果！！

私は小学５年生の頃からジーニアスに通い始めました。数学は藤田先生の個別指導で鍛
え、入試問題に早く取りかかることが出来たことが受験への自信に繋がりました。また、苦手
な国語では黒板授業の分かりやすい解説や長文読解の力をつけるアドバイスを頂き、本
番でも落ち着いて回答することが出来ました。ジーニアスの先生方には分からない問題な
どをいつも親身に教えていただいたことが印象に残っています。受験当日に今までの成果
を発揮し、第一志望高校に合格できたのはジーニアスのおかげです。今まで支えてくださっ
た先生方、本当にありがとうございました！！

変わる高校入試
時代の変化に伴い、入試制度が2020年入試より変わります。
従来のⅠ期選抜入試では学力検査が課せられませんでしたが、
新中3生からは全員が3月の学力検査に臨まなければなりません。
入試は5科目です。中1から5科目をしっかり対策しておくことが重要です。

個別で数学、集団授業で苦手な国語長文を克服！
安積高校 岩瀬中卒　Mさん合格

安積高校 ザベリオ中卒　K君合格

中1から楽しく勉強を続けられました。
本番では苦手な理社がほぼ満点でした！

安積高校 ザベリオ中卒　Hさん合格

小5から5年間苦手科目だった理科・数学・英語を
個別指導で確実に学力を伸ばすことが出来ました。

安積高校 ザベリオ中卒　Hさん合格

早朝特訓や大晦日特訓など、他塾にはない
熱血指導。一つ一つが本当に楽しかったです。

安積高校 仁井田中卒　Hさん合格
中3のはじめの頃はレベルの高い問題に全く太刀打ちで
きませんでした。でもジーニアスに通ってからは勉強が楽
しくなりました。

安積高校 長沼中卒　Mさん合格合格
同じ志望校を目指すライバル達と切磋琢磨。学校では学
べないような効率的な問題の解き方を学べました。これが
本番で合格できた理由です。

安積高校
古殿中卒　Sさん

体験入学では「ここで学べば勉
強が楽しくなる！」と思い入塾を
決めました。入試直前期には精
神面での指導もして頂き、ジー
ニアスを選んで本当に良かった
です。

安積高校 須賀川一中卒　Aさん合格
小学校の頃から中学入学前に数学や英語の先取りをし
ていたので最初の期末テストで学年1位。その後も難易
度の高い授業で受験への大きな自信になりました。

安積高校 須賀川二中卒　M君合格
小学校からジーニアスに通い、自分より頭が良くて届かな
いと思っていた友人と肩を並べることが出来たときはとて
も嬉しかったです。

合格

安積高校
須賀川一中卒　H君

中1からジーニアスに入塾。最初
の頃は安積E判定、苦手な数学
を克服し、様々な特訓で僕を合
格に導いてくれた先生方に心か
ら感謝しております。
ジーニアス最高！

安積高校 須賀川一中卒　Sさん合格
充実したカリキュラムはもちろん、先生方の「熱血指導」
もジーニアスの魅力です。わかるまで指導して下さった先
生方には感謝しかありません。

合格

安積黎明高校
須賀川二中卒　Mさん

自習をしている時も先生方は
いつも私を気にかけて下さり、
気軽に質問できる環境と熱心な
先生方、本当にありがとうござい
ました。

合格

安積高校
須賀川二中卒　M君

ジーニアスの先生方が
いつもおっしゃっている
「復習5回」を僕はいつ
も心掛けて受験勉強を
していました。

安積黎明高校 須賀川一中卒　Mさん合格
レベル別の集団授業と苦手な分野は映像授業を活用し
たおかげで効率よく復習が出来ました。気軽に質問でき
る親しみやすい先生方のおかげです。

合格

安積黎明高校
須賀川一中卒　Mさん

入試直前に3回行われたプレ入
試が自信に繋がりました。ジーニ
アスの熱血講師のきめ細やか
な指導のおかげで苦手だった数
学や理科から逃げずに取り組む
ことが出来ました。

安積黎明高校 須賀川一中卒　R君合格
小6のときに分かりやすい教え方と元気な先生方に心惹かれて入
塾を決めました。難易度の高い数学の力をつけることが出来まし
た。自習室も活用でき、ジーニアスを選んで良かったです。高校生
になってもジーニアスで頑張ります。

安積黎明高校 須賀川三中卒　Hさん合格
須賀川駅前校で個別指導を受講。同じく駅前校に通う安積黎明
高校の先輩方の姿を見る事で、受験勉強のモチベーションを維
持し続けられました。熱血指導、本当に良かったです。

安積黎明高校 須賀川二中卒　Nさん合格
ジーニアスでは10年分以上の入試過去問を繰り返し解
き、分からない問題があればいつでも質問できる体制が
整っており、受験に成功できた大きな理由です。

安積黎明高校 須賀川二中卒　Nさん合格
難易度の高い関数や空間図形の問題も塾長が教えて下さった
裏技を使うと、自分でも驚くほど簡単に答えを求められ、勉強を楽
しみながら進める事が出来たと思います。

安積黎明高校 須賀川二中卒　Hさん合格
個別指導で自分が納得できるまで先生に質問して理解
を深め、学校では学べない解法や暗記法なども教えて頂
いたことが受験で役立ちました。

安積黎明高校 須賀川二中卒　Mさん合格
中1の夏から習い始め、自習室を自分の部屋だと思って毎日勉強
していました。いつも親身になって指導して下さったおかげで念願
の合格が出来ました。情熱特訓ありがとうございました。

安積黎明高校 須賀川二中卒　Aさん合格
部活動（合唱部）と勉強の両立に悩んだ時も多かったですが、先
生方一人一人が私の進路実現のために手厚く、熱い指導をして
下さり、「志望校」だった安積黎明高校を「母校」にすることが出
来たのはジーニアスのおかげです。

安積黎明高校 鏡石中卒　K君合格
苦手だった数学を個別指導で教えて頂きました。いつも
丁寧に教えて下さる先生の姿が強く印象に残っています。

合格

安積黎明高校
矢吹中卒　Nさん

教わった通り「復習5回」を繰り返す
事で分かるようになる事の楽しさを知
る事が出来ました。私は矢吹から電
車で通っていたため、須賀川駅から
西川校まで送迎して頂き合格に導い
てくれたジーニアスに心から感謝して
います。

〈塾長からのメッセージ〉

合格おめでとう！
しかし、入試は長い人生の一瞬の通過点であり、
ゴールではありません。
今回の入試で合格された方は油断することなく、
次の目標に向けて、また努力を楽しんで欲しい。
合格を手に出来なかったとしても
君であることには変わりはありません。
むしろ、悔しい経験をバネに強い精神力を培い、
流した涙の分、より力強く前へ進んで下さい。
ジーニアス熱血講師一同、
生徒・保護者の皆様と一緒に努力を
楽しんで参ります。

初めて
中1・2生に
人気のコース

受験トップコース（集合学習）
教科書の予習で学校の授業に自信が持てます。

週1回…英語+数学 10,000円（税別）/月
※1科目あたり5,000円

中1・2生に
オススメ！

学力の土台となる
国語力養成

土曜・速読+国語コース（集合学習）
ipadを使用し、読む力、速解力も高め、
集合学習では熱血プロ講師が
国語（教科書対応）を指導。

熱い熱血指導を受けたいキミは▶受験トップコース
苦手な数学を克服したいキミは▶個別サポートコース

週1回…

8,000円（税別）/月
忙しい中3生に
オススメ！

受験トップコース（集合学習）又は個別サポートコース
週1回…

12,000円（税別）/月

New

塾長  西村佳晃

情熱特訓で結果を出す
小学部
中学部
高等部
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ホームページも見てね！！
ジーニアスの様子は
ブログで確認出来ます。 0248-72-5050

いつもマル いつもマル
0120-509-310

サ ッ ト ーゴ ウ カ ク

まずは
お気軽に

携帯からは…

ご希望の教室で
〈個別説明会〉毎日実施中

10：00～21：00  ※（日）除く
4/6（土）～4/27（土）

要予約

（月）～（土）10：00～22：00　（日）も電話予約可 2019.4.7



新高1・2・3生のための大学受験対策！

〈在籍高校〉
●安　積
●安積黎明
●須賀川桐陽
●郡　山

●郡山東
●須賀川
●日大東北

●尚　志
●帝京安積
●学法石川 など

新学期
開講

（月）～（土） 10：00～22：00　（日）も電話予約受付中

4/5 金
新年度入塾案内無料進呈中！
今すぐ！TEL.0248-72-5050

いつもマル いつもマル

□ 難関国公立大コース
□ GMARCH大コース
□ 個別指導コース
□ フォローアップコース
□ AO・公募推薦入試コース
□ 小論文対策コース
□ 英語長文速読コース NEW

2019大学入試 ジーニアス生おめでとう！ 情熱特訓の成果！！

私はジーニアスでは、得意な英語は映像授業、苦手な数学は個別指導
と、使い分けて受講していました。合格の秘訣は、まず国・数・英の基礎固
めをし、次に理・社を仕上げていったことです。先に配点の高い教科の点
数の底上げに成功したことで、センター試験では全体的な点数の伸びに
つながりました。苦手分野を中心に、質の良い勉強を継続できたことも良
かったです。受験生になる皆さん、合格の秘訣は、「早くからの対策と毎
日の継続」です。ぜひ頑張ってください‼

高校入学時のジーニアスの説明会で、推薦で大学進学をする方法があ
ることを知り、本番で緊張してしまう私は、この方法で大学受験ができるよ
うにしようと決めました。考査前から考査期間中は、特に集中してジーニ
アスに通いました。考査では３年間いつも良い点数を取り続けることがで
き、高い評定を保っていたことで推薦での受験資格が得られ、合格できま
した。赤塚先生は、勉強だけでなく、様々な大学受験の方法も教えてくれ
ます。私の性格に一番合った方法で入試に臨めて本当に良かったです。
ありがとうございました！

ジーニアスの先生方には、映像授業で理解できなかったことや、大学入
試の様々な疑問について、わかるまで丁寧に教えていただき、本当にあり
がとうございました。大学受験では、勉強法・志望校の決定・成績の伸び
悩みなどなど、不安は尽きませんでしたが、赤塚先生は親身になって相談
にのってくださり、モチベーションを保ち続けることができました。最後に
「大丈夫！」と、背中を押していただいたおかげで自信を持って、入試に
臨めました。先生方のサポートなしでは、第一志望合格はなかったと思い
ます。

高校３年の学校での進路相談で、私は第一志望の「都留文科大学は
厳しい」と言われていました。しかし、それを諦めずにいられたのは赤塚先
生のおかげです。大学受験の方法を知り尽くしている赤塚先生は、私が
合格できる方法を教えてくれ、入試直前まで徹底的に小論文の指導をし
てくださいました。「今年はコレがでる」と言って対策をした内容と同じテー
マの課題が入試に出た時は、自信を持って取り組めました。厳しい先生
だと思うこともありましたが、先生を信じて、自分を信じて努力を続けたこと
で合格できました。本当にありがとうございます。

ジーニアスには高校受験から大学受験まで、お世話になりました。今回、
私が第一志望に合格できたのは、映像授業で受験勉強を進め、それでも
理解ができない時はジーニアスハイスクールの先生方に直接指導をして
もらえるというスタイルのおかげでした。私は理系だったので、高校１年の
頃から深谷先生には大変お世話になりました。すべきことをしっかりと実
行していれば、結果は必ずついてきます。とても良い環境で勉強できまし
た。ありがとうございます。

私は、中学１年生からジーニアスにお世話になり、おかげで高校も大学も
第一志望に合格できました。寄り添ってくれたジーニアスの先生方の存
在は、私にはとても大きなものでした。高校では部活で疲れて、帰宅する
と勉強が手につかなかったので、電車を降りたら必ずジーニアスに寄り、
勉強をしてから帰ることにしていました。成績が伸びず、落ち込んでいた
時も、赤塚先生が親身になって相談にのってくれたことはとても有り難
く、励みになりました。小学生の頃からの夢である、法学部へ進学できる
のもジーニアスのおかげです。ありがとうございました。

早くからの対策と毎回の継続
埼玉大学 郡山高卒　M君合格

高1からの高い評定を保つ
宇都宮大学 桐陽高卒　Sさん合格

親身に相談に乗ってくれた
横浜市立大学 安積高卒　Yさん合格

小論文対策のテーマ的中
都留文科大学 学法石川高卒　K君合格

映像授業+直接指導のおかげ
会津大学 桐陽高卒　H君合格

大学入試は、「早い」志望校決定・「早い」受験勉強開始が大事です。そ
して「毎日の積み重ね」ができるかどうかが、結果を左右します。私はジー
ニアスで、古典・数学・英語の映像授業を受講していました。学習量が多
く大変でしたが、これから受験生になるみなさんも、合格後に「本当にしん
どかった…」と思うくらい勉強をしてください。ラクして合格はできません。
最後に、赤塚先生。時に、厳しく辛口な進路指導と、私たちのために毎
晩夜遅くまでのご指導、本当にありがとうございました!!

早い決定と
早い開始が大切

宇都宮大学 桐陽高卒　N君合格

小学校からの夢、実現
法政大学 安積黎明高卒　Eさん合格

2021年大学入試から

英語は「読む・聞く・話す・書く」の
4技能全てが求められる！
国語も数学も理科も変わる！

●思考力、判断力、表現力を問う　問題の増加！
●記述式問題の出題！●正答率の低い問題の増加！

従来のセンター試験+個別2次試験。
センター試験は君達が最後。現役合格を目指せ！

「共通テスト」が始まります。

新高3生の
キミへ

新高1・2生の
キミへ

2020年1月のセンター試験まで残された時間はあと9ヵ月。この期間の中で5科目全ての
対策を行うには「学習時間の確保」が最優先。部活が終わってからではなく、「今すぐ」
目標に向けて行動して欲しい。

大学入試は「共通テスト」に変わる！
これまで日本の教育が指摘されてきた「知識偏重型」から脱却し、思考力・判断力を持ち、
主体的・協働的に行動できる人材を育成するため、大学入試は変わります。英語では
問題文も長くなり語彙数も約5,500語と3割も増加するとも言われております。

要予約

お問い合わせ24時間受付中！
①生徒氏名 ②新学年 ③ご連絡先 ④学校名を送信

西川本部校

TEL.0248-72-5050　須賀川市西山寺町222

対象●●中 小

●新妻歯科 ●丸亀製麺しまむら●

ヨークベニマル●

カワチ●

セブン●
イレブン

三万石●

至
郡
山

至
白
河

国
道
4
号
線

須賀川桐陽高□文

□須二中文

須賀川駅

■西川校

メガステージ校 対象●●中 小

TEL.0248-75-4040　須賀川市高久田境87-1

至
郡
山

至
白
河

国
道
4
号
線 ■

須一小

文□
国道118号線
●
警
察
署
文□須一中

文□須三小
文□須三中

東邦銀行●●
南町
郵便局

●ローソン
空港バイパス 至空港

●セブン
　イレブン

メガステージ校

須賀川駅前校 対象●●●高 中 小

TEL.0248-76-1010　須賀川市栄町193

文□

福島トヨタ
●

●

●

須賀川
桐陽高校

岩瀬病院
●
カ
ワ
チ

■

須賀川駅
至
郡
山

至
白
河

国
道
4
号
線 セブン

イレブン

須賀川
駅前校

集団 個別 映像 個別集団 映像  矢吹校 対象●●中 小

TEL.0248-21-8738　矢吹町八幡町542-1

個別集団 映像集団 個別 映像情熱特訓で結果を出す
小学部
中学部
高等部

まずは、お電話下さい。1 ご来場頂き詳しい説明を2 お手続き3 授業スタート4

矢吹校
ジーニアス

プラス

至
鏡
石

至4号線
●

●東邦銀行
●ペイザン

●auショップ
ヨークベニマル
    　矢吹店　

2F

プラス

新規
開校


