
完全
無料

「勉強なんて誰が教えても同じ・・・ 」

本当にそう思いますか？
子どものころ何の教科が好きでした？ その教科をどんな先生に習っていました？ きっと、その先生のことは好きだったでしょう。
だから、その先生が教える教科も好きになったのです。子ども時代にどんな先生と出会うかで、人生が大きく変わります。
子どもは常に身近な大人の影響を受けて育っていくものです。私たちは切望します。その大切な出会いが立誠学院にあることを。
私たちとの出会いがお子さまにとって「一生の出会い」となれば、こんなに嬉しいことはありません。

塾長プロフィール
塾講師歴22年。元大手学習塾の全部門・全事
業所の統括責任者。数年にわたり100名以上の
社員のトップとして会社を牽引。
教室長としてもグループ指導、個別指導ともに赴
任した校舎で爆発的な支持を受けてきた。
また、講師としては全教科の指導が可能。高校生
の指導にも精通し、洗練された話術とテンポ良く
進む授業で生徒たちを魅了する。
将来の夢は学校を設立すること。教育者として理
想の教育をとことん追求したいと考える。

修学院中学校にお通いの皆さん

もし、左記の基準をクリアできない場合は、次回定期テストまでの
させていただきます。授業料を全額免除し、３ヶ月間無料でとことん指導学校成績保証制度 60点以上 でご入学の場合、

いずれかの受講科目が 80点以上60点未満 でご入学の場合、
いずれかの受講科目が 20点以上

プラス

入学後 ２回目の定期テストまでに、必ず１回以上、下記内容の点数アップを保証します。

京都のグループ指導塾で、学校成績を保証している塾はありません。成績向上に絶対的な自信をもつ立誠学院だからこそのシステムです。

立誠学院は、わかりやすい。手厚い。やる気を出させてくれる。

精鋭講師陣による
「超・わかりやすい授業」

講師のいずれもが、大手進学塾で経験を積んだ人気講師。
学校の授業とは、ひと味もふた味も違います。

細やかで手厚い
「個別フォロー」

お子さまの学習状況に応じて個別指導を並行し、通常授業
の内容や毎週の宿題、学校内容のサポートを行います。

勉強でつまずいている生徒は、
無料で徹底的に個別で面倒を見ます。

新規開校にともない、一般入学生と同時にモニター生（約２週間の体験生）を
募集します。実際に、立誠学院で授業を受けて、先生と話をして、教室の雰囲
気を見て・・・と、いろいろ体験してから入学を考えたい、という方にピッタリです。

期間中、一切学費がかかりませんので、お気軽にお試しください。

モニター 入学

0円
（入学金）
19,500円

3/7～3/20 3/21～

0円

3/7（水）～20（火）

＊モニター生は、各クラスとも５名までとします。定員満了によりお断りする場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

モニター生 募
集
中

立誠学院 検 索 www.rissei-gakuin.comはじめまして、立誠学院です。HPもご覧ください。
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修学院小

キャンペーン実施中！！
入学関連費
入学金19,500円+入学テスト代2,200円

２１，７００円

新規開校
OPEN3 7月 日水

合格
実績

2017年
これが
立誠学院の実力です。

洛南・同志社・ 立命館 5
過去最高京都橘

名11

私立高校入試

公立高校入試

中学入試

111名中 が
私立特進に合格!!
76名

3名中 合格1名

私立特進の
圧倒的な合格実績
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まずは無料体験授業でお試し モニター期間
期間限定/定員制

708-8204tel修学院校
〒606-8021京都市左京区修学院沖殿町21-1 松屋レジデンス修学院1F （電話受付時間 14：00～19：00）



高校入試において大きなウエイトを占める学校内
申。その中核を担うのが定期テストです。定期テス
トで高得点を取りたいけれど、クラブや習い事の関
係で塾へは通えない…。立誠学院では、そんな生
徒たちにテスト前限定で、定期テストの対策を行い
ます。塾生以外の生徒を対象に設置された立誠学
院の“名物講座”。是非、ご参加ください。

※高質なサービスを維持するため、定員を設定してお
ります。定員満了時は受け付け終了といたします。

驚異のリピート率 98%の超人気講座

※『テス攻』受講生のほとんどが、何度も参加されています。

中1・中 対
象2

略講座講座講座攻攻攻略略

Rissei Shugakuin 2018 02

立誠学院 検 索 www.rissei-gakuin.com

修学院校
電話受付時間 14：00～19：00
708-8204

修学院中

専門

『解説授業
』

『解説授業
』５教科のポイント解説により、テスト範囲の重点内容のみを

ピックアップします。テストに出そうな“おいしいところ”に絞っ
た解説なので、非常に効率の良い勉強ができます。

グループ指導で解説
５教科の５教科の５教科の

『自習教室
』

『自習教室
』

個別指導でフォロー

とことんとことんとことん 生徒毎の弱点や分からないところは、一人ひとり個別指導で
ていねいに教えます。『自習教室』はテスト週間であれば参
加し放題なので、どんどんレベルアップできます。

×

自
信
あ
り
。

定期テスト対策を修学院中学校に特化して５科ともガッツリ授業。

英数
『テス攻』は１教科６０分の授業で全５教科の解説を行います。５教科の中でも特に重要
な英語と数学は『ファイナルチェックテスト』でテスト勉強の仕上がりをチェックします。
テスト後に解説も行いますので、万全の状態でテストに臨めます。

特に重要な英語と数学は、テスト勉強の仕上がりをチェックします。

ファイナルチェックテストファイナルチェックテスト
果たしてテスト勉強の成果は！？

新規
開校 10

周年

東野校｜椥辻北校｜椥辻南校｜醍醐校｜修学院校
ANNIVERSARY OF RISSEI

10
立誠学院は地域のみなさまに
支えられて    周年を迎えます
これまでも、これからも変わらぬご愛顧何卒よろしくお願いいたします

●西京中・洛北中に必要な独自のサブテキストを使用。
●到達度を測り、課題点を探るため「西京・洛北中適性模試」（全４回）や
秋以降の「過去問特訓」を実施。
●徹底した面接対策。面接の「採点基準」を正確に教えます。

『西京・洛北中専門コースということは・・・・・・
私立中学校の入試には全く通用しないの？』

　受験生のなかには、私立中を併願で受験する生徒が多くいます。また、受験勉強を
していく中で、第一志望を私・国立中に変更する生徒も必ずあらわれます。そして、立
誠学院は毎年、私立中入試においては全戦全勝です。今年もまた、偏差値６９の超難
関校である東山中ユリーカを始め、東山中エース、大谷中マスタージュニア、花園中
ディスカバリーといった、すべての受験で全員が合格しました。特に中堅私立中にお
いては、受験生のほぼ全員が特別奨学生として合格しています。このような実績を挙
げられるのは、上述の通り、西京・洛北中の適性検査が、私立中の入試に必要な教科知
識の習得を大前提としており、立誠学院の「西京・洛北中専門コース」の授業（算数・国
語・理科・社会）に、私立中受験に必要な内容が全て含まれているからに他なりません。
　私立中受験の実績だけを見ても、一般の大手進学塾より優れているかもしれませ
ん。これらの「合格実績」こそが、立誠学院の最大の誇りです。

京都教育大附属桃山中、東山中（ユリーカ＆
エース）、大谷中（マスタージュニア）、京都橘中、花
園中（ディスカバリー）、京都文教中

  私立中を受験
した生徒の　

　

10人中10人が合
格！！

　１年間で身に付ける学習知識や勉強に対する価値観は、中学以降の
学習において絶大な武器となります。それは簡単に消えるものではあ
りません。
　残念ながら、過去７年間、立誠学院の西京・洛北中専門コースに在籍
した生徒全員が合格していった訳ではありません。しかし、地元の公立
中学校に進んだかつての在塾生たちは、それから３年後、小６の入塾当
初の成績では到底及びもしない名門高校に合格し続けてきました。

　その他、近隣中学校の成績トップ生が、立誠学院の西京・洛北中専
門コース出身生であることは珍しくありません。いずれの生徒たち
も、高校受験、あるいは中学での学業面において、西京・洛北中受験
の「リベンジ」を果たしてくれています。

受験には続きがあるのです!!

（例）
①春日丘中に進学→学年トップを維持。競争倍率20倍の京都橘高
　校Ｓコースに特待生（全額免除）で合格したのち、堀川高校に合格。
②大宅中に進学→バスケ部のキャプテンを務めながら、９科目内申
　オール5まで学力を高め、西京高校エンタープライジングに合格。
③小栗栖中に進学→５科オール５をキープ。京都橘高校Sコース
　に特待生で合格し、東山高校パスカルに進学。

「理科・社会」 圧倒的な問題的中率!! 
今年も、極めて高い精度で的中させました！！

「国語分野」 指導実績 
当コース生の国語力がここまで伸びました。

全国１位
全国１位

14問
10問

全国１位
全国１位

西京中の「理科・社会（適性をみる検査Ⅲ）」

社会分野 　全12問中
理科分野　 全17問中

洛北中の「理科・社会（適性をみる検査Ⅱ）」

14問
10問

ベネッセ・公立中高一貫校対策模試
ほぼ完璧に出題予想を的中させました。
立誠学院生の受験平均点 100点中 86点！

クロノクリエイト・全国適性模試

京都府公立高校「中期入試」過去問

大学センター試験「現代文」過去問入学テストで１７点しか取れなかった男の子。作文講座でクラス最低
点だった女の子。漢字テスト最下位の女の子。等々…。
いずれも懸命な努力によって、周囲の予想を裏切り、１年後の合格を
勝ち取りました。それが、西京・洛北中専門コースです。

適性検査の傾向と受験対策 今年度の適性検査①（西京中）

今年度の適性検査②（洛北中）

　互いに「大学進学実績」を競
う西京・洛北中の両校は、この数
年来、いわゆる「進学塾」での授
業によって習熟できる知識問題
や、はっきりとした方法論が存
在する定石問題を増やすことに
よって、受験生の「資質の高さ」
のみならず、受験勉強によって

培われる「知識量」や「学力」をも問うようになりました。　したがって、現
在の適性検査は、作文のトレーニングや文章の速読、あるいは算数パ
ズル的な思考力を鍛えることだけでは、とても太刀打ちできません。か
といって、参考書をやみくもに暗記したところで、いつまで経っても適性
検査が解けるようにはなりません。以前に比べて、受験勉強の質と量
が、より高いレベルで問われるようになっています。以下の記事では、今
年度の適性検査の概略をもとに、両校の受験対策が一筋縄ではいか
ないことを、お伝えいたします。

　西京中の「国語」は、平成15年の設立当初より、体験型作文やリスニング問題、物語の断片の並び替えなど、あたかも
塾業界の出題予測から逃れようとするかのように、多種多様の適性検査を発案することで、受験生の、等身大の「国語
力」を試してきました。昨年度に続いて、今年度の国語もまた、一見オーソドックスに見えながら、受験生の「論理的読解
力」や「文章表現力」を幅広い角度から測ろうとする、難度の高いものでした。また、理科や社会においても、「水溶液の濃度
計算」や「自由民権運動の概略」など、シンプルながらも体系的な知識を前提とする難問が並びました。それらの難度は、
例えば小学校の「ジョイントプログラム」などとは、到底比較になりません。全国の公立中高一貫校においても、東京都立の
小石川中など、特に適性検査の難度が高いとされる学校は数校あります。その中の一校が西京中だと断定して間違いあり
ません。

　創設以来、出題傾向を一貫させているのが、洛北中の適性検査です。特に「国語」は問題構成が定まっているため、国語
を不得手とする生徒にとって、対策がまだしも容易であると言えます。算数もまた、設立初年度から、問題製作の意図は変
わりません。しかし、高い計算力、試行錯誤して解法を見いだす柔軟性、空間図形の想像力が求められる洛北中の算数は、
近畿圏の私立トップ校である、東山中ユリーカや洛星中のそれにも比肩する高難度です。さらに、いわゆる「中学受験の算
数」、例えば相当算やニュートン算といった、受験生にとって定例の解法が通用しません。その意味では、名門私立中の入
試問題に比べて、対策はより困難と言えるかもしれません。　

小6から始める 受験勉強

「西京・洛北中」
 専門コース

の
スペシャルコース

６名
限定

全員 講師

完全 指導

2017-18年度　国・私立中合格実績

　京都市立西京高等学校付属中学校（以下、西京中）と、
京都府立洛北高等学校附属中学校（以下、洛北中）は、特
に志願倍率の高い人気校。西京中は、教育理念として「エ
ンタープライズシップ（開拓精神）」の育成をかかげてお
り、一方の洛北中は、自然科学への素養を育む「サイエン
ス」を基本コンセプトに据えています。したがって、両校の理
念と特性を知ったうえでの学校選びと、適性検査の違い（西京中
＝バランス型、洛北中＝理系）という両校の特徴をふまえた受検対策が重要です。立誠
学院では、これまでに全国の公立中高一貫校で出題された、のべ2,300題以上の適
性検査をすべて分析し、膨大な量の教材研究を積み重ねて、西京中および洛北中だけ
に照準を絞った指導カリキュラムを組み上げました。決して私立受験のオプションコー
スなどではない、“純正”の西京・洛北中受験の専門コースがここに誕生しました。

洛北中合格
依田 元希 くん
（小栗栖宮山小）

合格実績
2018

僕がこの立誠学院に入学したのは、小学６年生の時でした。５年生の時は、塾に入らずにのんび
りとしか勉強していませんでした。しかし６年生になると、クラスの中にも塾に行きはじめた人も
増えて、僕のクラスでは学力の差が大きくなりました。その時、「京都府立洛北附属中学校」に合格
することが僕の目標になりました。僕が立誠学院に通うと決めた時、最初に「勉強が難しくて厳し
そう」だと思いました。「難しい」というのは、まさにその通りです。そして「厳しい」というのも、やっ
ぱりその通りです。春期講習・夏期講習・冬期講習・土曜特訓と、大量の宿題が出されました。最初
の頃は大変だと思うことも多かったです。しかし、合格してから振り返ってみると、そのおかげで、
勉強する気持ちが芽生えたのだと思います。立誠学院の先生方は、社会の語呂合わせや難しい
算数などを、とても分かりやすく教えてくれました。そして、母親も朝早くに起きてお弁当を作って
くれました。先生や家族のみんなに支えられた１年間でした。短い間でしたが、何もかも忘れら
れません。今までありがとうございました。

 40点中 40点！
 100点中 98点！

その他、各種作文コンクールで入賞多数

今年もやりま
した！

合格!10年連続合格できたのは
「立誠学院」のおかげです!!

小５対象

「西京・洛北中専門コース準備講座」
TOPICS

今から受験を決意している小学５年生にとって、基礎学力を
固めるのに十分な時間を費やすのが重要だということは頭
で分かっていても、受験生になるまでの、この準備期間の「も
どかしさ」はいかんともしがたいものです。そこで立誠学院で
は、週に２度の通常授業に加え、受験予備生には「自然科学」
「現代社会」、および「受験算数」を指導するプラス１日の「西
京・洛北中専門コース準備講座（完全個別指導）」によって、
いち早く受験勉強をスタートさせ、合格可能性を高めます。

立誠学院の独自教材および模試 圧
倒
的
な
問
題
的
中
率

たった１年間での驚異的な成長

回答

質問

中学生
必見

通常授業コースのご案内
50分／週１回

200（100）分／週２（１）回
300分／週３回
300分／週２回
450分／週３回

個別に細かなところまで指導。自由に曜日も選べます。
学習習慣を定着させ、基礎学力を養います。
西京・洛北中の対策に特化した受験コースです。
テスト前は「定期テスト攻略講座」で得点力アップ！！
学校内申だけでなく受験対策も万全のコースです。

国・算
国・算

国・算・理・社
英・数・国・理
英・数・国・理・社

わんぱくキッズコース
グループ指導コース
西京・洛北中専門コース
グループ指導コース
グループ指導コース

小１～３
小４～6
小6
中1・2
中3

定期テスト対策を対象中学校に特化して５科ともガッツリ授業。・・・・・・正直、ありますか？そんな塾。テスト範囲に絞った教材を使って、いちから解説ですよ。特に国理社はひ
たすら問題解かせるだけとか、映像を見せるだけとか、丸暗記させるだけ・・・・・・そんな塾ばかりでしょ。その上、担当講師はアルバイトの学生。シロウトなんですよ！！私は授
業なめてるの？って言いたいんです。授業ってただ教えればいいんじゃないんです。高校受験を見据えた指導をしないと、真の学力は養われません。だから立誠は全員が
プロの正社員講師。私たちは日々、授業研修や入試研究をおこなっている授業マニアの集団なんです（笑）そんな講師たちが渾身のアツ～い講義を繰り広げます。「ウチ
の子、バカだからついていけないかも・・・・・・」なんて心配は無用。勉強できない・・・・・・のは覚悟しています（笑）だから、たかだか１教科１時間の授業だけで仕上がるなんて思
わないで下さい。特に英数！！時間外でもとことん見させてもらいますよ。気軽に受講いただいても構いませんが、ガッツリ勉強するつもりで腰を据えてお越しいただくほ
うが大歓迎です。料金分の元を取るなんてちっちゃいこと言わず、お金に代えら
れないくらい大得をして帰ってください。　

tel


