学ぶってたのしい！

教えずに学ばせる。

幼児国語
コース開講！
➡

社会性・人間性

➡

⑤言語能力

➡

④数論理能力

➡

③図形能力

➡

②空間能力

数を量として
捉えることが大切です

①指先能力

幼児期は思考力の基礎ができあがる時期です。ピグマリオンぷちは、
人間の思考力を伸ばすために科学的に考えられたメソッドです。

数を指で数えて
いませんか？

NEW 論理エンジンキッズを用いた

少人数制

幼児期にこそ
やらないといけないことがあります。

中学受験

幼児期にこそ
図形センスは身に付きます

ピグマリオンぷちでは、教えることをしません。
押し付けや詰め込みではなく、自ら学ば
せます。教えこまれた子は、習っていない
ことは分からないと言って、新しい問題に
は取り組もうとしません。自ら学ぶことを
覚えることによって、問題解決の能力が
身に付き、自ら学ぶ子供に成長します。

んが
年中さ 11級
定
算数検 （小1範囲）

満点
合格

夏期講習●小4・小5中学受験コース (全18日間)
1日4コマｘ16日+テスト2日

久留米附設中 ラサール中 大 濠 中

難関校合格に向け的を絞った指導
小4・小5組分けテストでC組に
入れないなら、今すぐご相談ください！

小4の段階で成績上位に入れないということは、今までの学習方法が間違っています。予習、復習とい
った家庭学習、1週間のスケジュールの組み方、授業中のノートの取り方など、一緒に見直し、早めに
修正しましょう。難関校の受験を希望者するなら、C組に在籍する力がないと合格は非常に厳しいです。

ソル学習塾の安心

（年中さんがしています）

わり算とかけ算

積み木

単位計算

夏期講習
受付開始！

ホームページ
QR コード

（少人数制につきお早めにお申込みください）

ソル学習塾

無料

体験授業
実施中

LINE

LINE でもお問合せができます。

中学受験で最も時間が必要かつ差がつきやすい科目は算数です。
算数が苦手では勝負にならないのです。算数の先取り学習をしてお
くことが、後々算数の十分な復習時間と、理社といった暗記の多い教
科の時間確保につながります。現在、当塾に在籍する小3の半数以上
が四谷大塚予習シリーズ4年の学習をスタートしています。ぜひ算数
はひと学年上の学習を進めてください。

4 中学受験指導のプロが指導

きめ細かな指導と十分なコミュニケーションをとるために、1クラス定員を最大
12名としています。テスト結果が返ってきた後、各個人の点数だけでなく、答案
もきちんと見て授業にフィードバックしています。

集団指導、個別指導を含め、中学受験の指導経験が豊富なベテラン講師が担当
いたします。講師の詳細プロフィールは体験授業の時にお渡ししております。

6 話が聞ける、相談できる

中学受験の最大の問題点は、子どもの睡眠不足です。体だけでなく心も作る大切な幼
少期から睡眠負債をつくってしまうことこは、体にも大きな損失になります。当塾では、
中学受験クラスの終了時刻が遅い時間にならないように工夫しています。

パズル教材

2 飛び級制度あり

四谷大塚のカリキュラムに完全に準拠して授業を進めます。四谷大塚で学習を進めている方は、学
年にかかわらず、いつでも入塾可能です。また、四谷大塚の通信教育である、進学くらぶにも加入い
ただき、週テスト、組分けテストといった各種テストおよび予習ナビ・復習ナビといった強力な家庭学
習サポートシステムをお使いいただけます。塾の授業と家庭での予習ナビ・復習ナビ活用の両輪で、
短期間で大幅成績アップも狙えます。ナビを活用してからわずか4か月で偏差値が20以上伸びた
生徒もいます！

5 無理のないスケジュール
3ケタの引き算暗算

6つのお約束

1 四谷大塚予習シリーズに完全準拠

3 完全少人数制

例えばこんなことをしています。

※小6は応相談

など

ピグマリオン教室

3歳
から

大手塾では生徒を何十人も抱えているので一人一人に相談の時間をとることは難し
いのですが、当塾でじっくりお話を聞くことができます。保護者面談は随時お受けして
います。お忙しい場合は公式ラインでもご相談できます。入塾前でもご相談ください。

夏限定キャンペーン実施中！

こどもの可能性を追求する塾

二つの特典を使えば最大2万円引き！

夏期継続キャンペーン

夏期講習会に参加し、
その後継続してご入会頂いた場合、

入会金

紹介した方も、された方も！

新規にお友達やご兄弟をご紹介いただきましたら、紹介された
方も、紹介した方も夏期講習会費用を1万円割引いたします。

10,000円 無料！ 10,000円
円

入会金
講習費
無料
無料！

幼児教室／中・高・大学受験対策／英語教室

平尾校
〒810-0014

筑紫丘校
〒815-0035

092-406-7482
092-408-5550

福岡市中央区平尾 2ｰ8ｰ12 中村ビル 2F-3F

福岡市南区向野 2-19-18

アジアンパークストリート 1F

小 学生ミニ
英 語 教 室 フォニックス
国算
理社

幼児
～
高校生

受験 飛び級
非受験
可能
対応
英会話

定員
4人

英検 定員
対策 4 人

楽しみながら能力そのものを高めます。
数量感覚

平面認識

空間把握

言語能力

必ず保護者同伴のうえで、1対1で体験授業を受けていただき、
お子様の理解度を確認いたします。目標、方針をお伺いし、目標達成に
必要なカリキュラムを一人ひとり設計します。

能力開発系教材と論理国語キッズを中心を一人ひとりにアレンジします。
現在、算数に関しては、塾生のほとんどが１学年上の内容を学んでいます。

漢字検定・算数検定も
がんばってます！ 当塾会場

1クラス定員を4名として、一方通行の授業ではなく、十分なコミュニ
ケーションを取りながらすすめていきます。

開校以来２年連続

保護者様同伴で参加することもできます！

夏だけの講座 プログラミング
夏だけの口座
もあります。
是非ご参加ください！

サイエンス
実験

夏期講習
受付開始！

ホームページ
QR コード

（少人数制につきお早めにお申込みください）

ソル学習塾

無料

体験授業
実施中

LINE

LINE でもお問合せができます。

A：授業はあくまでも学習の一部分にすぎないからです。

ミュニケーションを通じ、1人ひとりの目標、課題を把握し、それぞれ
に合った教材、勉強方法をいっしょに考えます。
子どもたちが自らの力で目標達成できるように支援します。

1クラス4人だからきめ細かい指導が可能

当塾のメソッドを保護者様と共有し、家庭学習でも再現することで
理解度と定着率を高めます。

Q：学校で毎日何時間も授業を受けているのに
成績が上がらないのはなぜ？

自ら学習計画をたて、自ら学んでいける子どもに

一人ひとりの目標に合わせてカリキュラムを設計

講師は全員プロ

中高自立学習コース

毎 年全員が
受けてるよ！

合格率100 ％
正解率 95 ％

自立学習スタイルとは？
長時間に及ぶ、一方的な一斉指導講義形式ではなく、対話を通じたスモール
ステップ形式のミニレクチャーと、知識定着のための問題演習を行います。

学習計画を立てます

目標設定

まずは一日の計画から、そして長期的な計画を一緒に
立てます。授業の内容だけでなく、生活全般を一緒に考
えて、自分の使える時間を可視化するところからはじめ
ます。通塾は週1日～週6日の中から選べます。試験期
間だけの追加も可能です。

教材、カリキュラムは1人ひとり相談して決めます。志望
校対策や定期試験対策はもちろん、学校の教科書の内
容や宿題を扱うこともＯＫです。学年の枠を無視した先
取り学習、英検対策も可能です。

※個別指導コースもあります

代表紹介：永井裕也
大学在学中より塾講師として働く。教育業界一筋24年。卒業後、
日本国内で経験を積み、
2003 年に首都圏および海外に学習塾を展開する ( 株 ) 学究社に入社。同年、イギリス、
ロンドンの ena ロンドン校に着任。その後、アメリカ、カリフォルニア州のアーバイン校
校長、ロサンゼルス校 校長を歴任。米国主要都市にて勉強方法や受験情報を提供す
る教育講演会講師を担当。2012 年、故郷種子島で学習塾を設立。2016 年、福岡で本
格的に幼児教育を学ぶ。2017 年、ソル学習塾設立。これまで指導してきた生徒は幼児
から大人まで 2000 名以上。日本全国の大学入試、高校入試、中学入試の指導可能。

オンライン
英会話

夏限定キャンペーン実施中！

合格実績
【大学】東京、東工、一橋、筑 波、慶 應、早稲田、
上智、国際基督教、関西、関西学院、University
of California、他多数
【高 校】国立 筑 波 駒 場、開 成、早 稲田附 属各 校、
慶應附属各校、渋谷教育学園、東海、西大和学園、
灘、東大寺、他多数
【中学】慶 応 附 属各 校、渋 谷 教 育学 園、攻 玉社、
成 蹊、聖光、滝、洛 南、関西学院、同志 社国 際、
立命館宇治、他多数

こどもの可能性を追求する塾

二つの特典を使えば最大2万円引き！

夏期継続キャンペーン

夏期講習会に参加し、
その後継続してご入会頂いた場合、

入会金

紹介した方も、された方も！

新規にお友達やご兄弟をご紹介いただきましたら、紹介された
方も、紹介した方も夏期講習会費用を1万円割引いたします。

10,000円 無料！ 10,000円
円

入会金
講習費
無料
無料！

幼児教室／中・高・大学受験対策／英語教室

平尾校
〒810-0014

筑紫丘校
〒815-0035

092-406-7482
092-408-5550

福岡市中央区平尾 2ｰ8ｰ12 中村ビル 2F-3F

福岡市南区向野 2-19-18

アジアンパークストリート 1F

