
兄弟割引で負担大幅減！
在塾生が2名以上の場合、
2人目から授業料と入塾金が半額!!

高校生 定期テスト
結果！

Ｋ高校 高１ Ｓくん 英語表現 クラス1位
   数学 クラス1位
ＫＨ高校 高１ Ａくん 数Ⅰ クラス1位
  Wさん 数Ⅰ クラス1位
  Ｔさん 数Ⅰ クラス1位
  Ｈさん 数Ⅰ・Ａ クラス3位
ＵＴ高校 高１ Ｋくん 数Ⅰ クラス2位
M高校 高１ Ｎくん 総合 学年1位
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クラス2位
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授業準備授業入塾テスト（ ）事前の解説授業も行います
入塾テストは中学部のみです入塾説明会説明会申込み入塾の流れ入塾の流れ
日光教室 栃木県日光市相生町20-9

TEL.0288-53-2623
今市教室栃木県日光市今市703

TEL.0288-21-4222

●2科 22,680円～27,000円/月　5科 25,920円～30,240円/月
1教科1コマで十分です!!→結果が出なければ無料補習
●『個別クラス』（週1回・90分）
●『マンツーマンクラス』完全1対1のクラスで、あらゆる要求に対応。

①プロ教師による“問答法授業”！
②年間75時間以上の無料の定期テスト補習実施！
③学習方法マスターのための無料“LMクラス”！
④定期テスト対策“スマート進度表”がいきる！
⑤成績下降の場合、無料補習可能！
⑥市販教材のレベルを超えたオリジナル教材群！

個別指導クラス（全学年）

SS式成績保証制度
“時間の切り売りではなく、結果に責任を持ちます”
「入塾後、万一成績がアップしない場合は、
成績がアップするまで無料補習を継続できます!」

『トップ校をターゲットとする“中3クラス”の結果です！』『トップ校をターゲットとする“中3クラス”の結果です！』
2学期期末450点以上15名！2学期期末 以上 名！

2018年合格実績！2018年合格実績！

自習室
ドンドン利用してください！
自習室
ドンドン利用してください！

栃木女子高校 3名！ 小山高専 2名！
鹿沼高校 12名！ 宇都宮中央女子高校！

3名！ 2名！
12名！

2018推薦・特色選抜
合格実績!
2018推薦・特色選抜
合格実績!

主に宇都宮、宇都宮女子、栃木、栃木女子、宇都宮中央女子、小山高専レベルを志望校とするクラスです。部活との両立が
できるよう、最短でできる問題を増やすSS式学習方法×プロ教師の結果です。

『数学　県立入試大問5・6番　難問解法集』『理科　県立入試難問解法集』『数学定石集　中1、中2、中3』『英文法サマ
リー』『使える英作文』『高校生英文法サマリー』『英語教科書プリント』『数学　教科書解法集』『理科定石集』『短時間で暗
記できるスマート年表』等

Ｓクラス、宇都宮 鹿沼クラス結果！

SSの中学部

SSの小学部

SSの高校部

“SS中学部の特徴！”

高校生専用自習室
ドンドン利用してください

■高校生の英語は予習ペースで進むのが肝心！ 文法構文内容を予習ペースで進みます。学
校の進度に合わせて個別形態で学習します。市販の解説書とは違うSSオリジナル文法テ
キスト（サマリー）で関係副詞や仮定法など分かりにくい内容もバッチリ解決できますよ！

■“信じられますか？”「長文読解」も「英作」も過去問以外やりません！ 必要ないからで
す。リスニングはSS式リスニングを活用して最短で力を付けていきます！

■

■“信じられますか？”

クラス紹介クラス紹介
高校英語クラス高校英語クラス

■学校別の進度に合わせて苦手箇所を作らない方針で授業を進めていきます。苦手箇所
の復習や学校の教科書・問題集の質問受付も行っています。

■定期テストやセンター＆2次対策だけでなく、学校の章末テストや休み明けテスト等の
各種ミニテスト対策も行っています！

■学校では教えてくれない知っておくべき公式やテクニックも身に付けていきます！

■学校別の進度に合わせて苦手箇所を作らない方針で授業を進めていきます。苦手箇所
の復習や学校の教科書・問題集の質問受付も行っています。

■定期テストやセンター＆2次対策だけでなく、学校の章末テストや休み明けテスト等の
各種ミニテスト対策も行っています！

■学校では教えてくれない知っておくべき公式やテクニックも身に付けていきます！

■“信じられますか？”
面接官「最近のニュースで気になることはありますか？」
生徒「地球温暖化問題です。…（正のフィードバックについて説明）」
面接官「勉強になりました！」
■「推薦＆AO試験」合格に必要な「一味違う小論文と面接」を指導するコース。書き方
だけでなく書く内容を提案するオリジナルテキスト活用！ 差のつく小論文・面接を
身に付けていきましょう！

■“信じられますか？”
面接官「最近のニュースで気になることはありますか？」
生徒「地球温暖化問題です。…（正のフィードバックについて説明）」
面接官「勉強になりました！」
■「推薦＆AO試験」合格に必要な「一味違う小論文と面接」を指導するコース。書き方
だけでなく書く内容を提案するオリジナルテキスト活用！ 差のつく小論文・面接を
身に付けていきましょう！

高校数学クラス高校数学クラス

小論文＆AO入試コース小論文＆AO入試コース

“一気ワシづかみの空間認知能力育成！”
数学的思考、空間認知能力の育成には旬があります。
工作・パズル・ゲームを通して「思考力」「想像力」を身につけましょう。
―全国高校入試に関連問題激増！

“一気ワシづかみの空間認知能力育成！”
パズル教室始動！（5歳～）

国語・算数 練成クラス（小1～小6）

30年度私立中学受験全員合格！
中高一貫＆私立中学受験クラス（小4～小6）

学校での高得点に満足していませんか？
冬休みは中学につながる、やや複雑な問題に

チャレンジするチャンスです。
中学・高校で通用する効率的な学習方法を身につけてください。
①算数　ＳＳオリジナル教材「定石集（小１～小６）」
 難問を易しく解くコツ満載！
 たとえば割合の問題は２つのコツをおさえれば易しくとけます。
②読書ノート 感想文ではないSS式ワクワクノート作り！
③名文暗唱 枕草子をスラスラ暗唱できる小学生続出！
④漢字 SS式
　最短マスター法 

最短で漢字を覚える方法があります！

冬期講習受付中！

●『Sクラス』『宇都宮・鹿沼クラス』『練成クラス』（常設クラス） 2科 17,280円～22,680円/月　5科 20,520円～25,920円/月

●『英語・数学コース』（週２回　20,520円～27,000円/月）
●『単科コース』（週１回　14,040円～18,360円/月）
●『AO入試・小論文コース』

●『Lepton・英検クラス』（週２回　9,720円/月）
●『練成クラス（算・国）』
　（週1回～2回　2科 8,100円～10,260円/月）
●『中高一貫・中学受験クラス』
　（週2回～3回　35,640円～41,040/月）

知ってますか？ 教育改革

SSの教育改革対策！

□小学生英語　今年4月から新教科書　先行実施（日光市）！
□センター試験　英語リスニング問題　平均点過去最低！（2018年1月実施分）
□センター試験に筆記問題が増える！（2020年から）
□国立大学入試　英語は4技能を問う民間資格（TOEFL・TOEIC等）に移行！
□都立高校入試に英語スピーキングテストの導入決定！
□大阪府立高校入試・英語　　指示文を含め問題文がすべて英語！
□英単語数増えます！

◇SS式リスニング授業始めています。

◇生徒の回路を徹底して重視する双方向のアクティブラーニング
　であるSS式問答法が活きる！

◇小学生はLepton（レプトン）導入しています！
効率よくリスニング力を高めるSS式リスニングメソッド開発！

◇単語対策行っています！単語数の増加は既に始まっています。
SSには入試に必要な単語力を身につけるための指導ノウハウがあります！

小学生英語は読む・書く・聞く・話すの4技能取得のためLepton（レプトン）を導入しています。

教育改革すでに始まっています！

小学生  0→ 600～ 700語
中学生 1200→1600～1800語（合計　2200語～2500語・約2倍！）
高校生 1800→1800～2500語（合計　4000語～5000語・1．5倍以上！）

●「読む」「話す」「聞く」「書く」の４技能の総合学習により、小学生からの世界標
準のTOEIC®600点・TOEFL iBT®61点レベルのコミュニケーション英
語力取得をめざします。
●ＮＨＫ『あさイチ』でLeptonが“本格派”英語教室として紹介されました。 

Lepton教室
人気の秘密
Lepton教室
人気の秘密

世界で通用する英語力

小1　 小6子ども英語教室
個別指導型・自立学習型

TOEIC・TOEFLにつながる本格英語です

算数　県内1位　全国4位！
小6生　Nセンター模試（H29年6月実施）

県内1位　全国4位！

授業料は“定額制”です！
“ここが弱いから（有料で）授業数を増やしてはどうか”などのトークは
SSではありません。成績が上がらないのは生徒のせいではなく
教師の責任と考えるからです。
いったんお引き受けしたら塾の責任として結果を出すということです。
必要なら無料補習を実施します。

中3生 グループクラス
12/22（土）～1/7（月）

5科目

2科目（英・数）

2科目

2科目（英・数）

1.5時間×6日間
中2／15,000円
中1／14,000円
中2／13,000円
中1／12,000円
小1～小4／4,000円
小5～小6／5,000円
高2／ 12,000円
高1／11,000円

1.5時間×4日間

1時間×4日間

1.5時間×4日間

中3生 個別クラス
12/22（土）～1/7（月）

2科目（英・数） 1.5時間×4日間

1.5時間×6日間5科目 11,000円
中1・2生 グループクラス
12/22（土）～1/7（月）

中1・2生 個別クラス
12/22（土）～1/7（月）

小1～6 国算コース（単科も可）
12/22（土）～1/7（月）

高校コース
12/22（土）～1/7（月）

コース・日程 科目 時間割 受講料

中2／10,000円
中1／ 9,000円

冬期講習 受付中! 学習方法もGET
してください!

中３生は定員に達しましたので
募集は行いません。

“SSの特色対策講座はココが違う!”“SSの特色対策講座はココが違う!”
2ランク違う
内容準備!

SS特色選抜対策講座募集中!

塾外生／40,000円【全4回】 塾生／20,000円
※日程は各教室にお問い合わせください。

（ ）不合格の場合は半額
返金いたします。

※不合格の場合は半額返金いたします。

「ミスのない行儀のよい“守り"」の面接・小論文対策ではありません。審査の先生をうならせる内容をその
場で考え付くのは不可能です。身を乗り出して聞いてもらう“深い"内容の具体的準備が必要です。職業
別のトレンドと課題を明確にして、その対応の具体策まで準備します。
○これまでの小論文の参考事例あります。
○トレンドの具体的内容をしめしたテキスト『SS小論文対策講座』あります。

小山高専！鹿沼高校！宇都宮中央女子高校！鹿沼東高校！
今市高校！宇都宮白楊高校！栃木工業高校！鹿沼商工高校！
今市工業高校！

小山高専！鹿沼高校！宇都宮中央女子高校！鹿沼東高校！
今市高校！宇都宮白楊高校！栃木工業高校！鹿沼商工高校！
今市工業高校！

英検速報！ 高1 Hさん2級合格

11/29（木）午後8：00～9：00
 会場：今市教室


