令和元年

幼・小・中・高 一貫志導

おかげさまで

お願い
どうかチラシを捨て
ないでください。

開校１５周年

2019年５月生徒アンケートより

頻繁にチラシを配布する
とコストがかかりお客様に
ご迷惑をおかけします。
そのためにもご入塾まで保管して
おいてください。

豪華特典付き

９３.３％

生徒満足度
安心してお任せください！
■夏に成績を上げる方法

新規生向け
夏期講習相談会

要予約

[開催日時]
7月1日(月)➤7月12日(金)
満席になり次第、〆切となります。

代表：近藤成人
生徒のなんで勉強しなきゃいけないの？に様々
な切り口で答えるTeamサクセスの総監督

■夏休み明けテストで50位アップしたと言ったら信じますか？

お子様の勉強は、進んでいますか？お母様、家で勉強する習慣が

ないことにイライラしていませんか？“夏休みもダラダラと過ごして
終わりになるかも”と心配じゃありませんか？

夏の大量演習の時期にサクセスに出会って大きく変化していった生徒たちは皆口々に「夏に自信がつ

いた」と話してくれます。「夏期講習に参加していなかったとしたら考えただけで恐ろしい」と。そしてその
理由は勉強だけではありません。入試情報やメンタルトレーニング、そして勉強への考え方や個別の面

それはもしかしたら、お子様が効果的な勉強の仕方がわからないかもしれません。「なんとか本気になっ
て、自分から勉強してほしい・・・」お母様はそう思って「勉強しなさい」とつい厳しい口調になっているかも
しれません。実は、いくら言葉で伝えてもどう行動していいかわからないお子様というのはたくさんいます。
でも、安心してください。勉強するのが楽しくなっていき、夢中になって勉強する方法

があります。お子様が「ついうっかり勉強してしまい、みるみる成績が上がって自信がついた」としたら？

談によってお子様はやる気と本気に火がつくのです。夏休み前の今だからこそ、正しい勉強方法を身に
つけ、充実した夏にして欲しいのです。もしも勉強が苦手だったり、自分に自信がなく、本当は行きたい
高校があるのに無理だって思っている生徒も、まだ間に合います。
お子様が

過去に３０００人を超える生徒を見てきました。夏前に勉強を始めるのと夏が終わってから始めるのでは

□平均点以上の成績はあるが、いまひとつ伸び悩んでいる
□大手塾に通っているが、あまり結果がパッとしない

成績アップに雲泥の差がついてしまいます。本気になって欲しい夏休みなのに、家で騒ぐ弟や妹がいたり、
部活動で疲れて家に帰るとダラダラ過ごしてしまったり、長い夏を無駄にしたという後悔は、取り戻すことが

□頑張った分だけの結果を出して自信をつけたい

できません。そこで、圧倒的な勉強の量と質でお子様の成績を上げるサクセスが夏の過ごし方や入試に

□個別指導で特定の教科しか習っていない

向けた正しい勉強法を説明する「夏休み前に知らないと損する子供の伸ばし方セミナー」を
開催します。

■なぜ、「志」なのか？

というのであれば、大幅な成績アップを実現する可能性があります。

■本当に申し訳ありません・・・

サクセスは15年前、最初の校舎を立ち上げました。その塾の子どもたちの成長の中で、わかったこと。
それは、いくら無理やり勉強させようとしても、子どもたちに聞く耳がなくやる気がなければそれは全く無
意味だ、ということ。今自分に自信がなく、将来に希望が持てない生徒たちがイヤイヤ勉強し、自分で何

もし、本当にお子様が自分で勉強し、自分に自信をつけ、将来必要とされる人財になってほしい、自立
した考えを身に付け、もっと上を目指してほしいとお考えの方にはサクセスはピッタリかもしれません。
しかし、サクセスはお子様ととことん向き合い、確実に成績を上げるため少人数定員制をとっており

をしたら良いか分からないまま就職し、働く現状。
これを目の当たりにして、子どもたちの無限の可能性の芽を伸ばし、小さな成功体験

を重ね、諦めずに「志」を持ち続けられるような場所を作ることを決めました。将来に希

ます。子どもが自ら勉強し、自分の将来のために本気になってほしいのであれば今すぐお問

い合わせください、責任を持ってお子様の成績を上げます。お任せください。

望と自らの志を持ち、イキイキと生きる子どもたちを増やし、偏差値だけでなく個性で評価さ
れる社会をつくりたい。幼小中高一貫教育を通して学力向上と人間力育成を目指す。そ
んな想いが今のサクセスをつくりあげています。

塾生からの喜びの声が届きました！
満足度93.3％の証明です！

高校入試実績（一部）

2019年度

成績アップ おめでとう！

岡崎高校

（昨年夏休み明けテスト）

旭丘高校

合格！

岡崎西高校

合格！

合格！

「強い心を手に入れました」 「お父さんとお母さんにありがとうの気持ちでいっぱいです」「自分に自信が
持てるようになった」

子ども達のたくましい成長と美しい笑顔が何より最高の贈り物です。

安城東高校
合格！
総
合

仲間達と先生と楽しいお食事会
僕が思っていた塾とは大違いでした。
（
中愛
1教
大
Ｍ附
く属
ん中
）

まず違ったところは、勉強ばかりで
はなく、志タイムで、他の人と話す
ことで、その人の考えや、捉え方が

わかり、自分以外の人の世界につい
ても考えることができました。社会
に出て役に立つと思いました。

中 （ 勉強方法を教えてもらい、少しず
２翔
Ｓ 南 つ成績があがっている。また、他
く中
ん ） の塾と違ってなぜか嫌にならない。

勉強方法がよくわかりました。数
学が楽しくなりました。GOOD＆
NEWで１分間の話す練習をして、

合格！
総
合

英
語

学校で話すのもすらすらできるよ

76位up

29位up

名城大学附属
高校特進
合格！

数
学

翔南中３年

竜南中３年

教室ではみんな生き生きしています
（
中六
３ツ
Ｒ美
さ北
ん中
）

39位up

愛知教育大学
附属高校

総
合

甲山中２年

23位up

100点
葵中２年

数
学

51位up
南中１年

城北中１年

うになりました。塾生みんな仲が
良いのも最高です！
数学が苦手だったけど、少しずつ

中 （ 計算ができるようになり、少しだ
２城
Ｋ 北 け得意になりました。学校はまだ
さ中
ん ） あまり楽しくないけど、塾は楽し
いです。

総
合

50位up
六ッ美北中１年

英
語

100点
常盤中１年

詳しくは裏面をご覧ください！

数
学

100点
甲山中１年

15周年の

感謝を込めて

子どもたちの自立を引き出すオリジナルカリキュラムで

お子様の可能性を１００倍にします。
サクセスにお任せください！
サクセスの妥協しない夏期講習２０１９
中 学 部 の

6

つ

お子様が“やる気の塊（かたまり）”になる
夏のスペシャル通い合宿猛特訓
「必勝マインド・国語力強化合宿」

ス ゴ イ ！

の

スゴイ！①「やる気と自主性」を引き出すコーチングメソッド
先生の情熱志導と「志タイム」で「学ぶ理由」が見つかります。

少数精鋭・究極の夏通い合宿「必勝マインド・国語力強化合宿」を開催します。意識が変わ
れば、行動も変わります。行動が変われば得られる成果も大きく変わっていきます。この夏、お
子様が本物の勉強法を取得できるかどうかは、お子様の意識の変容にかかっているといって

スゴイ！②「自己管理力」がつくようになる。

も過言ではありません。自ら目標を設定し、自ら行動を選択し、自ら実行する“主体性”は、お

計画→実行→確認→再実行という勉強のやり方を身に付けるだけでぐ～んと効
率よく勉強

子様自身の中に「勉強する理由」が見つかることによって養われるのです。この合宿では、自

スゴイ！③「やり抜く力」が身に付く

最先端の教育コーチングを駆使した「志タイム」、行動を習慣にするための「セルフマネジメン

あなたと一緒に励まし合いながら楽しく学べる仲間と先生がたくさんいて安心です。
共に分かち合い、皆で頑張る環境の中で、先生の的確なアドバイスを受けながら進
むことができます。

ト」、将来を考え、生き方を身に付ける「お金の学び」を通じて、社会に出てからも役立つ目標

スゴイ④「宿題お助けタイム」

「情報処理能力」 「多角的な視野」 「柔軟な発想」 「想像力」 「共感応力」 「表現力」 を

学校の宿題タイムを設けていますので、すぐに先生に質問でき、解決できます。

分が何のために学ぶのか、何を達成したいのか、徹底的に自分自身と向き合ってもらいます。

の立て方、目標達成のスキル等も徹底志導します。
また、教科の中で一番大事な国語。その力をつけることで、全ての教科の土台となります。

身に付けるための国語力強化特訓を特別教材・速読を駆使して行います。

必勝マインド・国語力強化合宿 7/22（月） ～ 7/26(金)
スゴイ！⑤「学び放題」で好きな時間に通え、
振替も可能な個別時間割

対象

部活動や家族の時間を大切にしてほしいという思いから、集団一斉指導のように
時間を決めておりません。急な予定でも振替授業が可能です。

内容

中１

心を鍛える必勝マインド講座
国語の基礎・読解講座
スラスラ速読

～
中３

スゴイ！⑥学校準拠テキストと特許教材「即アップミラク
ル」で偏差値アップ
各学校に進度を合わせた指導とテスト対策、苦手やつまずきの原因から一気に
やり直す遡行（そこう）学習法で、学校テスト・岡学・入試にも強くなります。5教科勉
強ができ、一般的な塾の1.5倍の勉強量が確保でき、確実に成績があがります。

※ランチ付きになります。
※申し訳ございません。一人ひとりに向き合い志導を行えるように定員各回20名とさせていただきます。

■志望校合格まで責任をもって指導させていただくため、中３生は間もなく募集が終了します。

■中１・中２生もクラスによって定員間近となっております。
■ご検討中の方は、満席になる前に、なるべくお早めにご連絡ください。

５教科対応！
夏期講習料金表

50分×18時限
50分×19時限
50分×25時限

中１
中２
中３

25,800円
30,000円
40,000円

豪華特典付
新規生向け

成績を上げるための

（税別）

小 学 部 小1～小6

高

校

部

高1～高3

学び楽しさ・学ぶ習慣が身に付きます。

あなただけのカリキュラム・自習もOK！

基礎徹底コース 8時限10,000円～

単元別コース 1単元25,000円～ （税別）

（税別）

15周年特典

特典

夏期講習相談会
7/1（月）～7/12（金）開催
（要予約）

新規生向け相談会ご参加の方だけに

夏の入会キャンペーン先行予約受付中！

特典① 入会金20,000円 → 無料

０円！

5,000円割引！
特典③ 転塾支援 → 入会費用から5,000円割引！
特典④ お友達ペア入会 → お二人とも5,000円割引！
特典② 入会支援 → 夏期費用から

イキイキ、元気、やる気アップ！

※特典②・③・④は、いずれか一つの適用となります。
※サクセス中学部・高校部生適用となります。
※成績を上げることに真剣であり、塾での約束事を守れる方のみご連絡ください。
※最高の学習環境をご提供するために、生徒規則を守れない生徒は、入塾をお断
りさせていただく場合がございます。
※定員に達したクラスにおきましては、入塾優先予約を承っております。

先着15名様限定！お急ぎください！！！

徹底「子別」 幼・小・中・高一貫志導
漢字検定・英語検定 検定準会場登録校
※大変申し訳ございません。
席に限りがあります。余裕を持ってお申込ください。
詳細、お申込は、お電話または、ＨＰより http//www.success-okazaki.jp

☎0120-52-3902

（受付時間：平日13：00～21：00）

キャンペーン受付期間7月19日（金）締切 お急ぎください！！
HP

