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指導方針 
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指導における⑤つの特色 

 

 

 

    
◎お子様の学力や目標に応じた個別カリキュラムを完全オーダーメイド 

学習目標や学力に応じて、お子様にぴったりあった個人カリキュラムを作成します。中学受験や

基礎学力の定着、発展レベルの習熟などそれぞれの目的を考慮し、面談で決定します。また、科

目やコースなど年度途中で変更も可能です。 

◎ひとりひとりにあった個別指導 

得意分野、苦手分野は個人によって異なり、同じ指導方法では個人の理解度に差があって当然と

いえます。一人一人のレベルに応じて適切なヒントを与えながら、個別指導を行います。 

◎「探求型学習」に対応した考えさせる指導で実力を伸ばす！ 

学力の伸長には「自分で考える」ことが最も大切だと考えます。 

「探求型学習」で実践する考えていく過程を重視しながらの指導を行います。 

◎学習報告をその都度保護者様に報告 

学習内容や習熟度についての学習報告として公式ラインにてお伝えします。 

お子様の学習状況をお判りいただき、今後の学習目標立てていきます。 

（都合により割愛させていただく場合もあります。） 

◎正しい学習習慣を身につける！ 

「文字は丁寧に、計算の過程をしっかりと書く」ことを指導し、丁寧に学習に取り組む姿勢を習

慣づけます。 毎回宿題が出されるので、家庭学習の習慣も身につきます。 

       ◎英語が大好きになる工夫がいっぱいのクラス！ 

コミュニケーションツールとしての「使える英語」を、バイリンガル講師が指導します。変化に

富んだクラスレッスンで、子どもを飽きさせることなく学習のポイントをおさえていくので、楽

しみながら英語の４技能「聞く」「話す」「読む」「書く」がバランスよく身につきます。 

◎レベルや学習年数に応じてクラス編成！ 

英語は個人のレベルや学習年数、学年に応じたクラス編成ですので、中途入塾生でも他

の塾生に遅れることなく学ぶことができます。 

 ＫＥＣキッズクラブでは、少人数による、子どもたち主体の、学習

意欲をもたせることに重点をおいた指導をしています。自ら学ぼう

とするやる気こそ、学力を向上させる必要不可欠な要素だからです。

また、塾生ひとり一人がいきいき、のびのびと学習できる環境づく

りに力をいれています。 

① 興味、関心をもたせる指導 

② 自分で考える力を養い、学ぶ喜びへと導く指導 

③ 個人の学力や目標に応じたカリキュラムによる指導 

④ 正しい学習習慣の定着 

⑤ 学習意欲を高める環境づくりの徹底 

 

 

 

 

 

指導方針 
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小４～６年 ＜火～金＞ 

コース 時間 通塾回数 指導・時間

帯 

学習目標 

金大附属受験コース 120 分 週 2 回 

個別指導カリ

キュラムなの

で火～金まで 

16:00～19：00 

の間で通塾曜

日と時間帯が

選択できます 

 

●附属受験に必要とされる実践力を鍛える。指導科目

は、算数・国語・理科・社会 

錦丘受験コース 120 分 週 2 回 

●標準問題から応用・発展まで幅広く学習し、総合適

性検査に必要な「書く」力を身につける 

難関私立受験コース 120 分 週 2 回 
●県外の難関私立中学受験に対応する学力を中学受

験専用教材で指導 

算数個別指導コース 60 分 週 1～2 回 
●学校の授業進度に合わせたカリキュラムにより、基

本から応用学習までをマスターする 

算数アドバンスコース 90 分 週 1～2 回 

●豊富な問題演習を通して基礎からハイレベルまで

の学力をつけ数学的思考力を向上させる。 

国語個別指導コース 60 分 週 1～2 回 

●漢検カリキュラムで語彙力を身につけ、教科書内容

の理解を深める。文章読解や表現力を伸ばす 

国語アドバンスコース 90 分 週 1～2 回 

●教科書レベルを越える語彙力や知識を身につけ、ハ

イレベルな文章読解により総合力を育成する。 

理科コース 60 分 週 1 回 

●新指導要領で大幅増加する理科や社会の学習領域

に対応した教材により、今後必要となる「PISA 型学力」

の育成を目指す 

●教科書に準拠したテキストで各科目の基礎から応

用までを習熟し、中高一貫入試の「総合科目」や中

学の理科、社会のテキストにも完全対応 

社会コース 60 分 週 1 回 

小学英語コース 60 分 週 1 回 

学年や習熟度

別のクラス授

業形式なので 

クラスにより

曜日と時間帯

が異なります 

●英語文法の基礎を確立しリスニングやオーラルコ

ミュニケーションで総合的英語力を身に付ける。 

スーパー英語コース 60 分 週 1 回 

●ハイレベルな英語習得を目標とし 4技能をバランス

よく伸ばす。英会話から長文読解まで幅広く学ぶ 

学年・学習目標に応じた 

さまざまなコースがあります！ 

 指導コース 
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小１～３年 ＜火～金＞ 

 

＜全学年共通＞ 

●科目・コース・通塾回数が自由に選択できます。          

・どのコースでも自由に選択することができます。 

・ 算数・国語・理科・社会は、曜日・通塾回数を選択することができます。 

・ 算数・国語は 60分コースと 90分コースのどちらでも選択できます。 

・英語の通常コースはクラスレッスンのため、学年・レベルに応じたクラスでの受講となります。曜日・

時間帯については年度ごとに調整いたしますので、お問い合わせください。 

（新規クラスは年度途中でも開講することがあります。） 

 

●都合で欠席した場合は曜日を振替えることができます。          

・都合で欠席される場合は１週間以内であれば別の曜日に振替が可能です。 

但し、人数が集中している曜日への振替はできない場合がありますので、ご了承願います。 

(※クラスレッスンの各英語コースの振替はできません。) 

 

●同じ曜日に複数の科目を選択することもできます。          

・2科目を同じ曜日に受講される場合は、時間帯を別途ご案内いたします。 

 

●途中からでも科目変更や増加ができます。          

   ・年度の途中からでも科目や曜日、時間の変更ができます 

  

コース 時間 通塾回数 指導時間帯 学習目標 

算数個別指導コース 45 分 週 1 回 

個別指導カリキ

ュラムなので月

～金までの１

６：３０～１

９：００の間で

通塾曜日と時間

帯が選択できま

す 

●学校の進度にあわせた指導で基礎学力の充実

を図る。 

●基本的な計算力を身につけるとともに、楽し

く学び「できる喜び」を体感する。 

国語個別指導コース 45 分 週１回 

●教科書内容の理解を深め、多くの文に親しみ、

文章を読んで内容を理解する力をつける。 

●漢字・語句の習熟をはかり言葉に対する興味

を引き出す。 

小学生英会話コース 45 分 週 1 回 

クラスにより曜

日と時間帯が異

なります 

●さまざまなアクティビティ、チャンツや歌、

ゲームを通して飽きることなく楽しく英語の音

とリズムを体得し、コミュニケーションできる

力を養う。●オールイングリッシュで指導する 
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【個別指導】 

中学受験  

附属・難関私立受験コース（小４～６年）       

 

 

◆応用力養成 
わかりやすい「学習の要点」と豊富な例題、類題で基礎から発展レベルまで段階的に学力を身につけていき

ます。また、中学受験で多用される、図を用いた視覚的な解法や考えの進め方をじっくりと指導していくの

で、ハイレベルな内容もスムーズに理解することができます。 

◆全国模試 
志望校判定のできる月例模試により、学力の伸びを確認できます。 

◆過去問演習 
総仕上げとして過去に実際に出題された問題で出題の傾向をつかみます。 

◆入試直前ゼミ 
受験カリキュラムの総まとめや必ず出題される問題の特訓授業、入試問題のシミュレーションを行います。 

錦丘・中高一貫校受験コース（小５～６年）       

 

 

◆適正検査対策 
錦丘中学受験用の教材を使用し実践力を養います。適性検査の問題は環境問題や推理など、国語・算数・理科・

社会などのいろいろな分野から出題されます。あらゆる分野の適性検査問題を通して、「書く力」を身につけ、

実践力を養っていきます。 

◆全国模試 
志望校判定のできる月例模試により、学力の伸びを確認できます。 

◆過去問演習 
総仕上げとして過去に実際に出題された問題で出題の傾向をつかみます。 

◆入試直前ゼミ 
受験カリキュラムの総まとめや必ず出題される算数、国語の特訓授業および入試問題や面接試験のシミュレ

ーションを行います。 

指導内容 

●問題演習 考えさせる指導で思考力を伸ばす!! 
学校の進度、個人のレベルに合わせて問題演習を行います。分からない箇所はその都度、質問しながら学習を進めていき

ます。ひとりひとりの理解度に合わせて適切なヒントを与えていくので、「できる自信」が身につき、ヒントをもとに自

分の力で考えてみることが、「思考力」を伸ばしていきます。つまずいている箇所や苦手な箇所は分かるようになるまで

じっくりと指導し、知識を定着させていきます。また間違い直しは学習において大変重要です。「間違えていた問題」＝

「弱点」を克服することによって学力は伸びてきます。分からなかったところを分かるまで丁寧に指導します。 

 

附属中学受験に必要とされる実力を身につけることを目標に、受験カリキュラムにそって学習を進め

ていきます。 

中学入試に対応できる学力を養成するためのコースです。４・５年生では受験に必要とされる基礎力

の確立、６年生では多くの実践問題に取り組み、受験に必要とされる学力の習得を目指します。 

 

錦丘中学校で必要とされる実力を身につけることを目標に知識を深めていきます。 

総合適性検査と作文の入学試験で合格するためのカリキュラムで学習します。 
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 算数 Math【個別指導】 

 

 

 

算数個別指導コース（小１～３年)                   

◆正しい学習習慣の確 
机に向かって正しく座り、集中して学習する習慣が身につくように指導します。学校で学習したことを確実に

理解していくことを目標に、褒めることで学習意欲を高め、学習に対する「自信」を身につけていきます。 

◆基礎力の定着 
教科書準拠の教材による反復学習で確実な計算力を身につけながら、基礎力の定着をはかります。 

◆学力定着度診断 
各単元終了時に確認テストを行い、到達度を確認します。 

  

 

●繰り返し計算トレーニング 100 計算力・集中力 UP!!  
時間を計って行い、基本的な「たし算」「ひき算」「かけ算」「わり算」100 問を暗算で解くことで計算力・

計算スピードをぐんぐん伸ばします.単純計算には脳の前頭前野を活性化する効果があることも実験によ

り確かめられています。授業への集中度も高まります。 

●前回の宿題直し 理解できていないところを徹底的に学習!! 
間違い直しは学習において大変重要です。「間違えていた問題」＝「弱点」を克服することによって学力が伸びてきま

す。単なる計算ミスなのか、問題の読み誤りなのか、理解できていなかったのかを確認し、分からなかったところが分

かるようになるまで丁寧に指導します。 

 

●問題演習 考えさせる指導で思考力を伸ばす!! 
毎回学校の進度を確認しながら、個人のレベルに合わせて問題演習を行います。分からない箇所はその都度、質問しなが

ら学習を進めていきます。ひとりひとりの理解度に合わせて適切なヒントを与えていくので、「できる自信」が身につき、

ヒントをもとに自分の力で考えてみることが、「論理的思考力」を伸ばします。つまずいている箇所や苦手な箇所は分か

るようになるまでじっくりと指導し、知識を定着させていきます。※指導コースにより使用教材が異なります。 

 

算数の指導では、すべてのコースにおいて、学力の向上に欠かせない 

「自分で考える力」を育て、「応用力」「論理的思考力」を伸ばす 

ことを目標としています。これからの「探求型学習」に対応します。 

●算数速習カード 重要な知識を効率よく吸収!! 
素早くめくられるカードを読むことで集中力を高め、知識を効率よく吸収していきます。 

基本的な計算問題、2 桁×2 桁の計算問題、文章問題のパターン演習、覚えておくべき公式や単位換算など、内容は学年

によってさまざまで、月ごとに課題が変わります。 

「学ぶ楽しさ」「できる喜び」を体感し、勉強の好きな子を育てます。あいさつや正しい言葉遣い、人の話

をしっかり聞くことなどの躾の面にも気を配りながら、学習の習慣づけを行い、基礎力を確実に定着させ

ていきます。 
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算数個別指導コース（小４～６年）     
 

 

◆基礎力の定着 

例題を通して問題の解き方を学ぶとともに、多くの問題演習を通して基礎力を確実なものにしていきます。◆

思考力の育成 
さまざまなパターンの問題演習を通して、論理的思考力を伸ばしていきます。個人のレベルや習熟度に応じて

発展学習にも取り組みます。 

◆さかのぼり学習 
算数の学習は系統立てて行われているのでひとつ分からないままになっているところ

があるとその先にも大きく影響します。つまずいているところがあれば、その箇所に

戻って随時復習をを取り入れながら学習を進めていきます。 

◆学力定着度診断 
各単元終了時に確認テストを行い、到達度を確認します。  
 

算数アドバンスコース（小４～６年）         
 

 

◆基礎力の充実 
例題を通して問題の解き方を学ぶとともに、中学校での学習内容を視野に入れた「中学校で必要とされる基礎

力」の充実をはかります。 

◆思考力・応用力の育成 
ハイレベルな問題が多く取り上げられた教材で応用力を磨きます。 

重要事項の繰り返し学習や、重要単元の強化学習で徹底的に問題演習を行っていきます。次学年や中学数学に

つながる内容も重点的に学習し数学的思考力をぐんぐん伸ばしていきます。 

◆学力定着度診断 
各単元終了時に確認テストを行い、到達度を確認します。  
 

 

 

論理的思考力が多く問われるようになり、学校での学習が難しく感じ始めるこの時期こそ、考えていく過

程に重点を置いた学習が大切になってきます。個別指導コースでは、ひとりひとりのレベルや性格を見極

めながら個人にぴったり合った指導を提供します。 

中学校での学習内容を視野に入れた学習で、中学入学当初から高水準の成績を持続できる学力の育成を目

標にしています。基礎力の充実はもちろんのこと、ハイレベルな応用問題演習を通して、数学的思考力をど

んどん高めていきます。 
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国語 Japanese【個別指導】 

 

 

 

 

◆漢字検定試験(６月・８月・２月) 

希望者を対象に年に３回漢字検定試験を実施しています。ＫＥＣは準試験会場です。 

 

 

◆作文指導 

自分の意見を「考える」「まとめる」「表現する」の３つの段階をふんで書く練習をします。テーマに沿った意見、結論へ到達す

る道筋をじっくり考え、小論文へのステップとして作文力をつけていきます。 

 

国語力は全ての科目の土台といえます。ＫＥＣでは、文章の内容を「読んで理解する

力」を伸ばすためのさまざまな工夫を取り入れた個別指導を行っています。個人のレベル・

進度に合わせて、文章の内容読解から作文にいたるまで総合的な国語力を身につけることを

目標としています。新指導要領による新教科書の「ＰＩＳＡ型」学習に対応します。 

●本の黙読 集中力 UP!!  
授業のはじめに黙読を行うことにより、脳が働きだし、授業への集中度が高まります。また、本の音読によっ

て文章に対する興味を引き出し、読解力を高めていきます。 

 

●前回の宿題直し 理解できていないところを徹底的に学習!! 
間違い直しは学習において大変重要です。「間違えていた問題」＝「弱点」を克服することによって学力は伸びてきま

す。内容が理解できていなかったのか、問題の読み誤りなのか、答える段階で間違っていたのかなどを確認し、分から

なかったところを分かるまで丁寧に指導します。 

 

●問題演習 考えさせる指導で思考力を伸ばす!! 
学校の進度、個人のレベルに合わせて問題演習を行います。分からない箇所はその都度、質問しながら学習を進めていき

ます。文章の読みとり方や、答え方のコツなどを丁寧に指導し、文章を読んで理解する力を伸ばします。 

 

※指導コースにより使用教材が異なります。 

●国語早読みカード 重要な知識を効率よく吸収!! 
素早くめくられるカードを読むことで集中力を高め、知識を効率よく吸収していきます。四字熟語・慣用句・こと

わざなど月ごとに課題が変わり、語彙力を向上させるとともに言葉に対する興味を引き出します。 

 

●漢検テキスト 漢字力を高める!! 
漢字習得は国語の基本です。漢字の音訓や筆順、使い方がしっかり理解できる漢検テキストを使用し、語彙力、漢字力

を身につけます。学年該当の級からはじめ、どんどん学年を超えた上の級合格を目指します。 

 

国語プラスワンのカリキュラム 

 



 - 9 - 

国語個別指導コース（小１～３年)       

 

 

 

 

 

 

◆正しい学習習慣の確立 
机に向かって正しく座り、集中して学習する習慣が身につくように指導します。学校で学習したことを確実に

理解していくことを目標に、褒めることで学習意欲を高め、学習に対する「自信」を身につけていきます。 

◆基礎力の定着 
漢字ドリルや教科書準拠の教材により、漢字や文章に対する興味を引き出し、読むことの楽しさに触れながら

国語の基礎力を磨いていきます。 

◆学力定着度診断 
各単元終了時に確認テストを行い、到達度を確認します。 
 

国語個別指導コース（小４～６年）     

 

 

 
 

◆漢字力の強化 
筆順・音訓・部首・熟語・文例の全てが学べ、繰り返し練習ができるドリルで漢字の知識を強

化します。 

◆読解力の強化 
学校の教科書本文の内容理解を深め、問いに対する答え方に慣れていきます。さまざまな長文

読解を通して、文章の内容に対する興味を引き出し、読解力を高めます。 個人の理解度に合

わせて、文章の読み方や問題文の読み方などをじっくりと指導していきます。 

◆学力定着度診断 
各単元終了時に確認テストを行い、到達度を確認します。 

 

国語アドバンスコース（小４～６年)        

 

 

 

◆漢字力の強化 
筆順・音訓・部首・熟語・文例の全てが学べ、繰り返し練習ができるドリルで漢字の知識を強化します。 

◆読解力の強化 
難易度の高い文章が多く取り上げられた教材を使用し、ジャンルごとの解法テクニック、記述問題の学習から

発展学習としての長文読解問題などをしっかり学習します。 

◆古典カリキュラム 
新指導要領の教科書で初めて登場する「古典」の学習も実施します。 
◆学力定着度診断 
各単元終了時に確認テストを行い、到達度を確認します。 

 

「学ぶ楽しさ」「できる喜び」を体感し、勉強の好きな子を育てます。あいさつや正しい言葉遣い、

人の話をしっかり聞くことなどの躾の面にも気を配りながら、学習の習慣づけを行い、基礎力を確

実に定着させることを目標に指導を行います。 

 

読んで理解する力(読解力)を高めることを目標に、内容の理解を深めるとともに、問いに対する答

え方にも慣れていきます。ひとりひとりのレベルや性格を見極めながら、個人にぴったり合った指

導を提供します。 

中学入学当初から高水準の成績を持続できる学力の育成を目標にしています。物語文、説明文、詩、

随筆、伝記文などのあらゆる分野の文章に触れながら、読解力を高めるとともに、文法事項につい

ても理解を深め、国語の総合力を伸ばしていきます。 
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理科 Science【個別指導】 

理科コース（小４～６年） 

 

◆知識の定着 
教科書内容の理解を深め、基礎力を身につけます。中学校の学習内容に直結した重要な事柄や用語についても

学習していきます。各章ごとに全体の学習内容を視覚的に確認しながら知識を定着させていきます。 

◆学力定着度診断 
各単元終了時に確認テストを行い、到達度を確認します。 
 

社会 Social Studies【個別指導】 

社会コース（小 5～６年） 

 

 

◆知識の定着 
教科書内容の理解を深め、基礎力を身につけます。中学校の学習内容に直結した重要な事柄や用語について

も学習していきます。多くの資料を使用した教材で社会科への興味も高めます。 

◆学力定着度診断 
各単元終了時に確認テストを行い、到達度を確認します。 

 

●問題演習 考えさせる指導で思考力を伸ばす!! 
学校の進度、個人のレベルに合わせて問題演習を行います。分からない箇所はその都度、質問しながら学習を進めていき

ます。ひとりひとりの理解度に合わせて適切なヒントを与えていくので、「できる自信」が身につき、ヒントをもとに自

分の力で考えてみることが、「思考力」を伸ばしていきます。つまずいている箇所や苦手な箇所は分かるようになるまで

じっくりと指導し、知識を定着させていきます。 

●前回の宿題直し 理解できていないところを徹底的に学習!! 
間違い直しは学習において大変重要です。「間違えていた問題」＝「弱点」を克服することによって学力は伸びてきま

す。分からなかったところを分かるまで丁寧に指導します。 

 

中学校で必要とされる基礎力を身につけることを目標に知識を深めていきます。 

自然事象についての興味、関心を引き出しながら、知識を深めるとともに、科学的思考力を伸ばし中

学校での学習の下準備を行います。新指導要領による新教科書の「ＰＩＳＡ型」学習に対応します。 

●問題演習 考えさせる指導で思考力を伸ばす!! 
学校の進度、個人のレベルに合わせて問題演習を行います。分からない箇所はその都度、質問しながら学習を進めていき

ます。ひとりひとりの理解度に合わせて適切なヒントを与えていくので、「できる自信」が身につき、ヒントをもとに自

分の力で考えてみることが、「思考力」を伸ばしていきます。つまずいている箇所や苦手な箇所は分かるようになるまで

じっくりと指導し、知識を定着させていきます。 

●前回の宿題直し 理解できていないところを徹底的に学習!! 
間違い直しは学習において大変重要です。「間違えていた問題」＝「弱点」を克服することによって学力は伸びてきま

す。分からなかったところを分かるまで丁寧に指導します。 

 

中学校で必要とされる基礎力を身につけることを目標に知識を深めていきます。 

新指導要領による新教科書の「ＰＩＳＡ型」学習に対応します。 

社会的事象について興味、関心を引き出しながら知識を深め、中学校での学習の下準備を行います。 
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英語 English【クラスレッスン】 

英会話トライアルコース（小１～３年)       

英会話習得のはじまりは英語の音とリズムです。様々なアクティビティ、歌、チャンツ、

ゲームなどを通して、飽きることなく「楽しく」学びます。レッスン中は英語だけを使うオール

イングリッシュ指導で、継続的に多くインプットしてくことで「音」と「リズム」を体得し、コミュニケーシ

ョンのできる英語力を養います。 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 年～３年生で音声的に学んだ内容を次学年で文字につなげていき

ます。そこで自然に文字を導入できるので書くことに対する抵抗も

なくなります。 

Warm up 

Let’s practice! 

Games 

Activity 

英語が口からあふれ出す      

まずは頭を英語モードに切り替えられるように歌やチャンツなどを通して先週の復習を行います。チャン

ツは英語独特のリズムにのせて単語や文章を発声する学習です。子どもの口から英語が出やすい環境

を作ることで「言いたい」「やりたい」気持ちを高めて、英語に対する興味を最大限に引き出します。 

今日は何を習うの？ワクワクドキドキ楽しみ！ 

今日新しく習うテーマについての導入を行います。毎回先生が工夫してストーリーを展開するので新しく

習う所もすんなり頭に入っていきます。テキストは身近な題材が取り上げられているので自然に楽しみな

がら英語に触れることができます。 

じぶんでいえるよ！もっとやりたいな。 

お友達とペアになったり、劇の主人公になって簡単なスキットを行ったりして、たくさん英語を発声し自信

を高めていきます。自分で「言えた」「できた」ことが喜びとなって、「もっとやりたい」気持ちを引き出しま

す。 

フォニックスで英語がどんどん読める！ 

英語圏の子どもたちも学ぶ音の理論を学習します。英語の音と文字の関係を身につけることで知らない

単語もどんどん自分の力で読めるようになり、英語に対する興味や理解も深まります。最初はひとつひと

つの音を聞き分ける所から始めます。 

体をいっぱい使って、英語大好き！を育てます。 

子どもが大好きなゲームやアクティビティを授業の随所に取り入れています。「勝ちたい」気持ちが集中力

を高め、友達と競いながら熱中するうちに英語がどんどん身についていきます。簡単でみんなが楽しめる

ものから文法的な要素を取り入れた高度なものまでレベルに応じて様々なものを用意しています。 

Introduction 

Phonics time 

Homework 
教室でやった所だから自分でできる！ 

テキストに準拠しているワークブックで理解した英語を家庭で復習し楽しみながら「書く」ことになれていき

ます。 

 

使用教材：テキスト、ワークブック、ワークシート、フォニックスのテキスト 
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小学生英語コース（小４～６年）     

コミュニカティブな英語を通して、楽しみながら「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技

能をバランスよく身につけ、英文法も基礎から積み上げていきます。講師主導型ではなく、リスニン

グやオーラルコミュニケーションを通して子どもたちが主役になれるような授業をします。英語が好き

になり得意意識をもてるようになるので、中学での英語に差がつきます。 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warm up 

Let’s practice! 

英語モードに切り替え、はりきっていきましょう。 

まずは頭を英語モードに切り替えられるように先週の復習を、アクティビティやミニゲームを通して行い

ます。ウオーミングアップとして頭と体を使い、先週習った所を呼び起こすことから始めます。「今日も英

語を学ぶぞ！」という意識をもたせ意欲をもって英語学習に入っていける環境をつくります。 

今日は何を習うの？ワクワクドキドキ楽しみ！ 

新しく習うテーマについての導入を行います。毎回先生が工夫してストーリーを展開するので新しく習う

所もすんなり頭に入っていきます。テキストはオーラル・リスニングを中心に構成されており、英文法や

学習した表現は繰り返し何度も出てくるので確実に身についていきます。子どもの関心と集中力をひき

つける工夫が随所に盛り込まれているので高学年でも喜びをもって学習に取り組むことができます。 

積極的にアウトプット！ひとりひとりが主役だよ 

お友達とペアになったり、劇の主人公になって簡単なスキットを行ったりして、たくさん英語を発声し自信

を高めていきます。自分で「言えた」「できた」ことが喜びとなって、「もっとやりたい」気持ちを引き出しま

す。また、アウトプットする機会をどんどん設けて、自分から英語を吸収していく積極性も養います。 

フォニックスで英語がどんどん読める！書ける！ 

英語の音と文字の関係を学習します。最初はアルファベットの基本の子音と母音、そして E のつく母音

や 2 文字子音といった様々なルールを楽しみながら身につけます。①音を聞いて文字が分かる②文字

を聞いて音を発音できる③音を聞いて文字が書ける以上の 3段階をふんで正しい音を聞き取り、音声を

表記したものとしての文字を「読み」「書き」していきますから、英語に対する興味や理解も深まります。フ

ォニックス学習は英語を読む力を習得し、さらに「書く」（スペル）力へもつなげていくものです。 

Introduction 

Phonics time 

Open your book 英語が分かるから読み書きも効率よくすすめていけます 

テキストに完全に準拠しているワークブックを使って理解した英語を復習していきます。分からない所も

テキストを確認しながらすすめられるので、「自分でできる」喜びをもって取り組めます。また豊富なワー

クシートで英語の使い方をしっかり学び、「英作文」の力をつけていきます。中学にあがることも意識して

英語の語順や代名詞、動詞の使い方などの基礎は繰り返し学習するので無理なく確実に英文法を積み

上げていきます。 

 

make 

same 

cape 

tape 

 

 

 



 - 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパー英語コース（小４～６年）     

経験者を中心にハイレベルな英語習得を目指します。目標を高く保ち、英会話能力、リスニング、英

文法から長文読解に至るまで今まで学んだことを統括し、総合的な学習を積み上げてトップレベルをキープ

できる能力を養います。カリキュラムはスパイラル構造になっているので大切なことは視点を変えて繰り返

し学びます。 

使用教材：テキスト、ワークブック、ワークシート、フォニックスのテキスト 

        

  

 

 

 

 

◆英検サクセス 

 希望者は英語検定を受検することができます。今まで学んだことを統括し、文法的事項を整理

しながら、英検取得に必要な単語や語彙を強化していきます。また、英検出題形式の問題演習や

模擬試験も行います。KECは英語検定試験の準会場です。 

 

◆英単語選手権 

 レベル別に重要単語やフォニックスを使って書ける単語をリストアップし、「書いて覚える」こ

とを冬休みの課題にしています。スペルを覚えるコツを習得します。 

  

 

 

 

 

※レッスンの内容は回によって変わることがありますが、基本的な構成や指導の考え方は同じです。 

Games 

Activity 

体をいっぱい使って、英語大好き！を育てます。 

子どもが大好きなゲームやアクティビティを授業の随所に取り入れています。「勝ちたい」気持ちが

集中力を高め、友達と競いながら熱中するうちに英語がどんどん身についていきます。簡単でみん

なが楽しめるものから文法的な要素を取り入れた高度なものまでレベルに応じて様々なものを用意

しています。 

Homework 

自分の力でできるから自信になる！ 

テキストに準拠しているワークシートを使って新しく習った所を家庭で復習します。単語の練習から

英文法を踏まえた英作など自分の力でできるよう工夫されているので読み書きに自信がつきます。 

 

English プラスワンのカリキュラム 
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１． 中学入試特別講座 ＜冬期＞              

[対象：塾内生および塾学生 科目：受験科目 受講費：15000円] 

[定員 10名 指導時間：180分×4コマ] 

中学受験をする生徒対象の特別講座です。過去問演習の仕上げや面接練習に至るまで入試対対策の総仕上げ

をおこないます。 

 

２．夏期・冬期・春期講座 ＜夏･冬・春休み中＞               

 [対象：塾内生(希望者)および塾外生＜１～６年＞科目：算数･国語・理科・社会 

受講費：1コマ 1200円より   1日定員 10名 指導時間： 60分] 

  分からないままになっているところをそのままにしておくと、次のステップに進んだときにまたつまず

いてしまいます。各学期のまとめや苦手箇所を克服し、さらにハイレベルまでの学力育成を目的としたこ

の講座は、普段の選択科目、通塾曜日に関係なく受講することができます。個人の学力レベルや目標に合

わせた学習内容で、実力アップをはかります。 

 

３．春の無料体験学習 ＜2月～3 月＞                 

 [対象：塾外生 科目：算数・国語・英語 受講費：無料] 

[定員 10名 指導時間：1～3年 45分・4～6年 60分] 

  新学期からの受講を希望される方のための無料体験学習です。この講座を受講後入塾される場合は、 

入塾金(15000円)が割引となります。 

 

４．新中学 1 年準備ｾﾞﾐ ＜春期講習：３月＞              

[対象：６年生全員 科目：英語･数学･国語･理科･社会 受講費：無料]  

中学入学を控え、がらりとかわる学校生活での学習の仕方や、中１からスタートする高校入試の内申など

の情報について、理解を深め目標作りを行います。また、定期テストなどについてのガイダンスに加え 5

科目の授業も行います。中学校で万全のスタートを切るための春期講習会です。 

 

休みの間にブラッシュアップ！ 

   

特別授業 
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模試＆資格試験 
 

 

TK到達度テスト（小３～６年・必修）    受験料：2000円      
 

一部の小学校でも採用されている、小学校の標準基準に合わせた教科書レベルの出題で学習到

達度をはかるテストです。領域ごとの到達状況と今後の学習課題が明確にわかる個人成績表は

本人の答案用紙がそのままスキャニングされているので、どのような間違いをしたかが明瞭で

す。夏休みの終わりに原則として塾生全員が受験します。 

 

 

 

 

全国模試（小３～６年・希望者）     受験料：3000円   
 

全国の志望校判定ができる月例模試です。定期的に受験することで学力の伸びを確認でき、弱点

も分かるので、受験コースを受講する塾生には受験をおすすめします。 

 

 

 

英語検定（小３～６年・希望者）    受験料：受験級による   
 

 

 

 

漢字検定（小３～６年・希望者）    受験料：受験級による  

  

 

 

KEC では現在の学力診断を明確にし、より

高い目標をもって学習に取り組んでもらう

ために以下の各種模試を扱っております。 
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４月   April 

５月   May           

６月   June                           

７月    July 

８月   August  

                                    

９月    September 

１０月  October      

１１月  November   

１２月  December  

１月   January  

 

２月    February   

３月    March    

  

 

年間予定 

第１回英語検定試験 

 

 

 

夏期講習 

第２回漢字検定 

TK到達度テスト 

 

 

 

第２回英語検定 

 

 

 

冬期講習 

 

英単語選手権 

第３回英語検定 

 

 

 

 

中学準備ゼミ 

春期講習 
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小学部・中学部・高校部共通 

 

ＫＥＣでは受講生の募集を年間を通じて行っております。 

詳細は下記までお問い合わせください。 

フリーダイヤル  0120（38）2058 

 

お問い合わせ受付時間（土・日・祝日除く） 

午後１：００～１０：００ 

 

入塾手続き 

Ⅰ 入塾方法 

Ⅱ 事務規定 

Ⅰ 入塾方法 
 

①お問い合わせ  お電話 または ご来社 

・KECの指導方法、教育システム等についてお答えします。 

・ご質問、ご不明な点などがあれば、お気軽にお問い合わせください。 

・三者面談や無料体験学習をご希望の方は予約を承ります。 

②申し込み  無料体験学習 または 仮入塾申込 

●無料体験学習を希望される方 

  「無料体験学習申込書」をご提出いただきます。なお、無料体験学習は 

  最大３回まで受講が可能です（ただし、１教科体験につき１回）。 

●即入塾を希望される方 

  「仮入塾申込書」をご提出いただきます。 

※KECでは小中高を問わず入塾の検討をいただいている保護者・お子さまには、 

「無料体験学習」をお勧めしております。 

③契約  コース・科目・曜日決定 

・入塾約款に定める「入塾契約書」を取り交わしていただきます。 

・提出書類については、次頁「事務規定２－１、２－２」をご参照ください。 

・契約時に、生徒の受講コース・選択科目・通塾曜日を決定し、学費の 

 納入方法と納入期日をご案内します。 

④受講開始  ・受講開始日に使用教材をお渡しします。 
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Ⅱ 事務規定 

保護者の方は、入塾前に「入塾案内書」・「学費納入規定」・「KEC コンプライアンスプログラム」などの

書類を必ずご確認ください。 

 

１ 入塾資格 

KEC の入塾手続に関する書類を確認し、指導内容その他にご理解をいただいた保護者によって許

可を得た小学生、中学生ならびに高校生 

 

２ 入塾契約に必要な書類 

 

１ 契約関連書類のご提出 

入塾手続には、下記所定の書類提出が必要です（捺印のあるものに限る）。 

① 「入塾契約書」 

② 「個人情報に関する同意書」 （同意できない場合はお申し出ください） 

③ 「銀行口座振替依頼書」（KECにご提出ください。銀行では受け付けていません。） 

④ 「塾生登録ﾌｧｲﾙ」 

２ 成績関連書類のご提出 

 受講コースやクラス編成、学習指導の参考にさせていただきますので、下記の書類をご提出 

 ください（すぐにご返却いたします）。 

① 「通知表」（小学部・中学部・高校部） 

② 「試験連絡簿」（中学部） 

③ 「定期試験および模擬試験成績」（高校部） 

 

上記書類のご提出をもって、入塾手続は完了です。 
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＜お電話によるお届け＞ 受付窓口  ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120（38）2058 

 

１ 欠席・遅刻・早退 

 

① 授業に欠席や遅刻をする場合は、保護者の方が必ずご連絡ください。 

その際、生徒の学年・氏名・欠席（遅刻）理由をお伝えください。 

② ご連絡のない欠席につきましては、原則としてＫＥＣから確認のお電話はいたしませんので、 

予めご了承願います。 

③ 授業当日に早退しなければならないご事情がある場合も、保護者の方が必ずご連絡ください。 

なお、生徒が授業中に体調を崩すなどして、当塾の判断によって早退させる場合には、 

担当講師より速やかにご連絡させていただきます。 

④－１ 小学部算数・国語では、振替授業（欠席分を他の曜日に受講する）が可能です。 

     小学部英語は、クラスレッスンなので振替授業はできません。 

④－２ 中学部では、土曜日のみ振替授業が可能です（「中学部 入塾案内書」参照） 

④－３ 高校部では、振替授業を行っておりません。  

 

 

＜定型書式によるお届け＞ 
 

２ 休塾 

 

① 病気・事故等により入院し、１ヵ月以上通塾が不可能なときは、別添「休塾届」に必要事項を 

ご記入の上ご提出下さい。この場合、ＫＥＣ塾生としての登録はそのままで休塾扱いとなり、 

その期間の授業料・管理設備費は納入の必要はありません。 

② 上記の理由以外で１ヵ月以上休塾されるときは、塾長までご連絡ください。 

事情により、その期間中の授業料・管理設備費を免除させていただきます。 

さまざまな届出は定型の様式でお願いして

おります。下記の注意をよくお読みの上、

諸手続をお願いいたします。 

各種届出 

手続のてびき 
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３ 退塾 

 

① 事情により退塾されるときは、別添「退塾届」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。 

② 退塾の届出が当月１９日までに受理された場合には、翌月の銀行口座振替の停止が可能です。 

退塾の届出が当月２０日以降末日までに受理された場合には、翌月分授業料ならびに諸経費が

一旦自動振替されますが、翌月 20日以降に所定の銀行口座に振込によってご返金させていただ

きます。予めご了承ください。 

③ 「退塾届」をいただいてから、確認のため当塾よりご連絡をさせていただくときがあります。 

④ 塾生登録は、退塾届提出後、当月末日までとなります。 

 

４ 住所・電話番号・銀行口座の変更 

 

① 住所・電話番号が変更となる場合には、別添「変更届」に必要事項をご記入の上ご提出下さい。 

② 銀行口座が変更となる場合には、すみやかにご連絡ください。再度「預金口座振替依頼書」をお渡

ししますので、必要事項をご記入の上ご提出下さい。 

③ 手続きの関係上、授業料が変更後の銀行口座から振替不能だった場合は、現金にてご納入願う 

ことになります。月末にはお手持ちの銀行口座にご入金のご確認をお願いいたします。 

 

５ 注意事項 

 

① 各届出用紙は、必ず保護者の方がご記入ください。また保護者印なきものは無効となります。 

② 各種届出は、午後１時から午後１０時までの間にお願いします（休塾日を除く） 

③ 届出ご提出の際に面談を希望される方は、予め下記窓口までお問い合わせください。 

 

＜KEC受付窓口＆相談窓口＞ 

欠席や遅刻などのご連絡またはご不明な点、ご質問は下記までお問い合わせください。 

また、KEC塾生、保護者、一般消費者などからの KECおよび勉強方法或いは法令などに関しての 

意見・質問を受け付けるために、塾内に下記の相談窓口を設置しております。 

TEL ０７６－２４４－２０５８ 

（受付時間：午後１時～午後７時）担当：藤田繁治（塾長） 

KEC 〒９２１－８１１６ 石川県金沢市泉野出町２－７－１ 

 

 

 

 

 


