４月コース
生徒募集開始
小学生・中学生・高校生

本部校舎

が提案する新しい学び方

いつでも、どこにいても、
塾とつながる、学べる。

福知山校

iPadや電子黒板を使用した

学習の導入を進めています。

では、生徒の考える力を育てるための教育力強化や
授業の効率化のためにiPadや電子黒板の導入を進めています。
講師がiPadを使用し、iPadに問題や解答・解説などの画面を表示し、
その内容をプロジェクターに投影したり、iPadに書き込んだ内容を
即時にプロジェクターに反映したりして授業を進めています。
また、生徒にもiPadを使用してもらい、効率の良い授業展開を始めています。

Video On Demand System(V.O.D) は、当ゼミの優れた授
業を
校舎内専用ブースで受講できるシステムです。
大切な授業に予定があって参加できなかったり、急な病気などで休まなけ
ればならない時に自分のスケジュールに合わせて受講できる画期的なシ
ステムです。

高校部 講座案内

High School courses

個々にぴったりの充実したクラス編成。
新高校１年生コース

英語

数学

夢の第一志望校合格のためには早くから受験に向けた力をつけることが不可欠で
す。特に、受験の基幹科目となり、積み上げが必要な英語・数学は中学校での内容
に比べはるかに難しくなります。
では多様なニーズに応えた様々なクラス
を設置し、理解度を深める指導を展開します。また、定期試験前には直前対策講座
で定期試験対策も行います。

▼

難易度★★★★
英語週１回
数学週２回通塾

HYPER

▼

LEVELクラス

▼

難易度★★★〜★★
英語週１回
数学週 1 回通塾

西高クラス
東高クラス

英語週１回
数学週 1 回通塾

開講校舎：本部校舎（西舞鶴）／東地区本部（東舞鶴）

西舞鶴高等学校の授業進度に合わせたコースです。
また大学受験に対応できる学力を養成します。

東舞鶴高等学校に通学の方！

英語週１回
数学週 1 回通塾

東舞鶴高等学校の授業進度に合わせたコースです。

新高校２年生コース

英語

国語

数学

英語

国語

数学

化学

化学

※各高校の合格者は、

バタビアクラス

EXEクラス

Bilingual kids club

【新小学１〜６年生対象】

パズル道場

※受講料等、詳細はお問い合わせ下さい。

中学受験をお考えの保護者様／生徒様へ
英語

国語

数学

理科

子供たちの未来を応援します

英語

国語

数学

大躍進！中学入試合格実績

理科

国語

数学

京都共栄学園中学校
3 年連続

理科

中だるみ防止、刺激を与えて次学年につなげる

新年度入会生募集開始

※受講料・開講クラス等、詳細はお問い合わせ下さい。

合格速報

の在籍生の集計であり、講習会受講生・模擬試験受験生は含まれておりません。

まずは資 料をご請 求 下さい。

京都共栄学園高等学校 バタビア特進コース
進学コース
福知山成美高等学校 アカデミーコース
特進文理国際コース
進学コース
日星高等学校
普通科特進コース

ご予約・資料請求・お問い合わせ等は

F-SEMI
【受付時間】平日：10:00〜20:00 ※携帯電話からでもOKです。

生

14 名 合格！
全員合格！14 名 合格！

公立高校の入試問題は、なんと６割以上が中２までの学習範囲から出題されています。
したが
って、常に入試を視野に入れ「重要単元習得」を最大の目標とし基本を繰り返しながら、入試
にも通用する応用力を身につけさせます。また、中だるみをする学年とも言われていますが、
私たちは刺激を与え学習意欲を高める対策をとりながら、中３へとつなげていきます。

私立高校入試

3 人に 1人が

京都府立福知山高等学校附属中学校
3 年連続 ２桁合格！

｢私立･ 公立入試を突破できる学力の養成｣｢内申点の向上」の２大目標をスローガンに指導し
ています。 当塾独自の
『入試必勝プログラム』で合理化を図り効率の良い学習システムを提
供します。このプログラムで、高校入試を突破していきます。また、最新の受験情報や懇切丁
寧な進路指導もお約束します。
英語

６年生

新小学４･５･

中学受験は
おまかせ下さい。

本コースは基本的な「学習習慣」の構築を目標にノート指導など初歩的なことから、きめ細か
い指導を進めていきます。また、内申点を考慮し徹底した定期試験対策も行っています。その
一方で、学校レベルの学習から一歩踏み込んだ学習などそれぞれのニーズに対応するテキス
トも使用し、徹底指導します。

新中学３年生コース

算数

楽しみながら頭脳を鍛える魔法のプログラム！ 福知山校で開講

生涯学習に続く第一歩に学習習慣を構築

新中学 2 年生コース

英語

英検Jr.では、子どもの成長にあわせ、BRONZE・SILVER
GOLDの3つのグレードがあります。

学校内申点の飛躍的アップを目指すクラスで
す。学校の進度に完全合致した分かりやすい
授業を展開します。もちろん定期試験対策も
行います。

2018年2月２2日判明分 ※他にも多数合格者を輩出しておりますが、紙面の都合上割愛させて頂きます。

FUKUOKA SEMINAR

英検Jr. 対策講座

難易度★★〜★

新中学１年生コース

12名
9名
12名
8名
8名

国語

【未就学児／新小学１〜６年生対象】

ADクラス

難易度★★★

福知山高等学校 文理科学科
普通科
西舞鶴高等学校 理数探究科
普通科
国立舞鶴工業高等専門学校

算数

これからの学習をスムーズに確実な理解を目指して

附属中学校生のみで編成されたクラスです。 バタビア特進コース生のみで編成されたクラ
学校内容と完全に一致した授業を行っています。 スです。検定教科書よりもはるかに難しい教
試験対策はもちろん、将来につながる力を養っ 科書を使用した学校の授業を完全にサポート
ていきます。
します。

※受講料・開講クラス等、詳細はお問い合わせ下さい。

合格速報

小学５・６年生の集団授業コース

難易度★★★★

各中学校の成績上位者が集うハイレベルなコー
スです。学校の進度よりも少し早めに授業を
進め、学校内容の学習から一歩踏み込んだ内
容にも取り組みます。

国語

【新小学５・6年生対象】

難易度★★〜★

※開講クラスは校舎によって異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

物理

生徒一人ひとりの入試方法・入試レベルに合わせた講座を豊富に用意し、受験指導のプロによ
る授業と手厚い面談により第一志望合格を目指します。生徒・学校・塾と三位一体での志望校
決定で現役合格を目指します。

公立高校前期選抜
国立高専特別選抜

難易度★★★

入試必勝プログラムで高校入試突破！

第一志望校に合格するために一番大事な時期は、高校２年生の１年間です。高校２年生のために
用意している各講座では学校の成績アップだけでなく、生徒一人ひとりのレベル・目的・目標に
合わせた受験指導を開始していきます。

新高校３年生コース

難易度★★★★

算数

個々の理解度にあった学習ができる｢無学年進級方式｣

京都府立福知山高等学校附属中学校生対象 京都共栄学園中学校バタビア特進コース生対象

LEVELクラス

東舞鶴地区 ・ 綾部地区から
西舞鶴高等学校に通学の方！

のびのびじゃんぷ無学年コース

ADクラス

EXEクラス

難易度★★★★

▼

福知山高等学校 普通科
西舞鶴高等学校 普通科
綾部高等学校 普通科
京都共栄学園高等学校 進学コース
福知山成美高等学校 進学コース

TOPクラス

Elementary School courses

【新小学１〜６年生対象】

【本部校舎／東地区本部／綾部校のクラス編成】

SSTクラス

TOP

福知山高等学校 文理科学科／普通科
西舞鶴高等学校 理数探究科／普通科
京都共栄学園高等学校 バタビア特進コース
福知山成美高等学校
アカデミーコース／特進文理国際コース
日星高等学校 特進コース

小学部 講座案内

Junior High School courses

志望校･理解度別クラス編成。

【福知山校のクラス編成】

通学に便利なクラス設定。
クラブ活動との両立を考えた時間割で、
大学受験に向けて一歩進んだ指導を行います。

《難関校進学の方対象》

中学部 講座案内

検索

http://captain-moo.co.jp

6名
33名
13名
10名
8名
15名

