
グループ

教育が変わる!テーマは

ポイント「思考力・判断力・表現力」および「英語4技能」を重要視!

▶説明会内容

詳細および
お申し込みは
コチラ

※事前にご予約いただいた方は優先して座席をお取りいたします。当日のご参加も
受け付けておりますので、お気軽にお越しください。※別日程もございます。詳しくは
HPをご確認ください。 ●国公立の中学受験にトコトン強い！そして難関私立中の受験も実績上昇中！そして

高校受験にも強い！その合格実績の秘密とは
●成績アップだけじゃない。KECグループが掲げる「人間大事の教育」について
●ぜひご体感ください！KECが誇るわかりやすさ抜群の独自の指導メソッドについて
●奈良県公立高校変更点への対応について

入塾テスト同時開催

入学金
［15,000円（税別）］無料

6月30日（日）までに入塾お申し込みいただいた方早割キャンペーン

7月分
授業料無料
小4、小5・小6公立中学進学プライムコース、中1、中2小1～中３

7/22月スタート

夏の入塾説明会
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公立中学
進学プライムコースを

受講した生徒の過去3年間の

奈良・畝傍・郡山
平城・高田高校

合
格
率小学生のうちから中学校の定期テストを体感

中学校の定期テストに模したオリジナルテストを年5回実施します。小学校
と中学校のギャップに悩むお子さまが多い中、「テスト勉強」の計画の立て
方や勉強の仕方を小学生のうちから学ぶことができます。
特に中学校から本格的に始まる英語で効果が上がっています。

公立高校上位校・私立難関校を目指す!!

夏期講習
夏 を 制 す るも の が 受 験 を 制 す !

小学四年生まで他塾で国語、算数、英語を勉強して
いて

小学五年生の時に、学校の授業で算数、特に図形の
問題

につまずくようになりました。その時に「やばい！」と思
って

お母さんに相談してKECに入塾しました。学校以外
で、集

団で授業を受けるのは初めてで最初はとても緊張し
てい

たけれど徐々に友達もできて先生もおもしろくて優し
くて

塾に行くのが楽しく、図形問題でつまずくことも無く
なり

苦手意識を消すことができたので中学の勉強をあま
り不

安に感じることはありませんでした。公立中学進学プ
ライ

ムコースのときの友達とは今も仲が良く、今でも小
学生

のときから勉強していて良かったなと思っています。

公立中学進学プライム
コースで苦手を克服

土谷　花さん
〈現高2生〉

公立中学進学プライムコースでは、中間テスト、期末テス
トがありました。中学校に入って、初めて経験するはずの
定期テストが小学生の時から体験しているので、「この日
にこれをしよう」という計画を立てて勉強する習慣が身に
つきました。この経験のおかげで中学校に入ったときに
戸惑ったり、何をすればよいか分からない、ということは
ありませんでした！英語暗唱大会もありました。練習する
ことで発音もよくなり、オリジナルの英文やジェスチャー
を加える、オリジナリティーも鍛えられたので、とても良
かったと思います。

英語を使った表現力が
鍛えられた

豊田　百華さん
〈現中2生〉

実力テスト前に、「ノート何ページ分勉強する」とか、「一日何時間勉強する」ということを作成する習慣を作ることができたので、現在もロードマップ（KECオリジナル手帳）をしっかり記入しようという意識に繋がっていると思います。それから、小テストが必ず実施されるので、一週間かけて暗記する、という習慣がつきました。英語暗唱大会では、その時は英文の内容がまだ習っていない文法でわからなくても、中学生になってから暗唱した記憶が思い出されて、「あ、そういう意味だったのか」と勉強の理解が深まりました。

勉強計画を立てる
習慣が身についた

大原　聖后さん
〈現中3生〉

僕は公立中学進学プライムコースで勉強してきて、中学校に入って役に立ったことがたくさんあります。そのうちでも二つのことが特に役立ちました。まず一つ目が塾の定期テストです。これは、テストのために勉強をしていたという習慣が今の中学の定期テストにつながり、自主的に勉強することができました。二つ目が英語の暗唱大会です。英語を暗記して、正しく発音することで、今の英語のリスニングテストを簡単に解くことが出来ます。今の学力の土台はまちがいなく公立中学進学プライムコースで勉強してきたことだと思います。

公立中学進学プライムコース
で学力の土台を築けた

冨岡　正太郎くん
〈現中2生〉

公立中学進学プライムコースの時から定期テストがあり、
テストに向けての勉強をする習慣が身についた。使って
いたテキストには、中学校でも役に立つことが書いてあ
り、中学生になってから思い出すこともあった。公立中学
進学プライムコースで勉強の基礎をしっかりすることで、
中学生になっても失敗せずに続けることができると思う。

中学生の定期テストで
失敗しない

森西　千夏さん
〈現中3生〉

私が今、高校生活をおくることができているのは、KECのおか
げだ

と思っています。KECは、小学生の間から定期テスト対策を
してく

れていました。定期テストに向けて、小テストや対策プリン
ト、早

い段階での提出物チェック等をきっちりやってくれます。

また、質問対応も一人ひとりに丁寧なので、テストに不安
なくの

ぞむことが出来ました。私はこの小学生からの取り組みのお
かげ

で、中学校での成績を高めることが出来ました。

それから、先生方も本当に優しくて、志望校や苦手科目につ
いて

などの勉強面はもちろん、学校などの普段の面も気にかけ
てくだ

さるので、相談がしやすいです。私もたくさんの先生方に
支えら

れ受験を乗り越えることができました。

KECのおかげ

林　七菜子さん
〈現高1生〉

僕は小学五年生の夏期講習で、はじめてKECで授業をう
けま

した。最初は、学校でもそれなりの成績をとれていて、塾
でも

余裕だろうと思っていました。ですが、実際は、周りは努力
して

上のクラスにいたので、努力をさぼると、すぐに下のクラ
スに

落ちました。小学六年生の頃から、やる気が出てきて
、家に

帰ってからも復習をきちんとすることで定期テストでベ
スト5

を維持することができました。英語の暗唱大会では、恥ず
かし

かったけれど、感情をこめて発音することができたので
、うれ

しかったです。小学校でがんばったことは、必ず中学校で
活き

てきます。算数など、この問題は見たことがある！というの
がよ

くあります。だから、今がんばって努力して楽しんで下さい
。

小学校の頑張りが
中学生で活きてくる

清水　駿輝くん
〈現中3生〉

僕がKECの公立中学進学プライムコースに入って良かったと思うことは二つあります。一つ目は、中学入学時のスタートダッシュです。中学校の授業は、小学校の時よりスピードが上がり、内容も少し難しくなります。しかし、先にKECで予習しておくことで、最初の中間テストでは、数学・英語・社会で90点を超えることができました。二つ目は、目標が見つかりやすいことです。実力テストや定期テストでの成績優秀者は教室の廊下に名前が載せられたり、授業でのクラスは成績順になっているので、クラスメイトと競争することができました。また目標を見つけたら、次にすることを決めてロードマップ（KECオリジナル手帳）に予定を書くことで、より達成しやすくなります。僕は小学生の時に公立中学進学プライムコースで、中学校での勉強を有利に進めることができ、高校受験では第一志望の西大和学園高校に合格することができました。

中学入学時のスタート
ダッシュに成功

細川　裕貴くん
〈現高1生〉

10年・20年先にも続く自信を育てる人間大事の教育

KECゼミナールホームページ http://www.kec.gr.jp/seminar/

最新情報満載!

保護者様・生徒の声も
要CHECK！

各教室情報も豊富！ KECゼミナール
20190603

まずはWEBで
じっくりCHECK!

時間／10:00～11:30または14:00～15:30
場所／KECゼミナール 全教室

6/15土・16日

時間は教室によって異なりますのでHPをご確認いただくか教室までお問い合わせください。

／［公立中学進学プライムコース］を受講した生徒たちの声／

KECゼミナールの入塾説明会は指導
方針をお伝えするだけではなく、
KECの授業を「体感」し、お子さまの
未来を考えるきっかけになればと考
えています。どうぞお気軽にご参加
ください。

KECゼミナールは「教育の改革」に本気で対応します!詳しくはぜひ入塾説明会へ!

中学生定期テスト
468点獲得!

畝傍高校
合格!

高田高校
合格!

西大和学園
合格!

中学生定期テスト
464点獲得!

中学生定期テスト
449点獲得!

中学生定期テスト
457点獲得!

中学生定期テスト
487点獲得!

公立中学進学
プライムコース
［対象：小5・小6］
3教科（国・算・英）
月額授業料 10,000円（税別）

　　　　　　　　　という言葉には「最も重要な」や「根本的な」「本質的な」といった意味があります。
　　　　　　　　　KECゼミナールでは小５・６生で学力の土台を築き、来るべき中学校生活で自信と実力をもって過ごしていた
だけるように「公立中学進学」のための特別なコースを設けています。
『プライム』



グループ

参加無料!

この夏、苦手を得意にする! 得意をもっと伸ばす!! KECには実績・経験そして仕組みがあります。

KECには高校受験を成功させる独自の学習法があります。

玉井満代先生教育講演会
玉井式国語的算数教室・玉井式国語的理科教室・図形の極 主宰

「今の初等教育に足りない
  絶対にやっておくべきこと」

午前／10:00～12:00（9:30開場）
場所／KEC志学館ゼミナール 八木教室
午後／14:00～16:00（13:30開場）
場所／KECゼミナール 郡山教室6/23日

2019年 託児
あり!

1 2 3
本文や複数の資料から示される事実を正確に読み取る「読解力」

自分の意見やその理由を的確に伝える「伝達力」
質問や反論に対して瞬時に回答を導くことができる
「現場思考力（アドリブ力）」

対象：中1～中3

対象：小学生・中学生

みんなと一緒に「読む」「聞く」「話す」「書く」
をバランス良く身につける!

低学年から「読解力」「図形脳」を身につけて
将来の「表現力」「思考力」を養う

対象：小1～小3
保護者様対象

わかる！が一気に加速する

●板書の時間とノートに書き写すムダな時間をなくし、スピードUP!
●質の高い板書とノートを使った分かりやすい授業で、理解度UP!
●演習時間の確保で、定着率UP!

プロジェクターと連動
した［魔法のノート］!2

プロジェクターを使った授業1
学習効果も理

解度も

1.5倍!

合　格奈良女子大附中
合格者 6363名

合格!
名
合格!19年連続の

感動!

今年も
圧倒的な中学受験
合格実績!!

無料体験レッスン
受付中! 

『学VIEW』とは板書時間を
削減し、学習効率を1.5倍にする
画期的な仕組みです。

短時間で成績を上げる学VIEWの

3UP!

表現講座 国公立中受験合格に必要不可欠!
「表現力」養成の専門授業

学VIEW 学習効率を徹底追及したKECオリジナル指導システム

「表現力」を身につけるために
 必要な3つの力を養います！

KECは国立中学合格者数関西No.1!

過去
最高!

過去
最高!

過去
最高!

他多数合格

奈良学園系列中
奈良学園登美ヶ丘中奈良学園中
109名合格

41名合格 68名合格

（※公益社団法人全国学習塾協会が定める塾生
徒の基準は、受験直前の6ヶ月のうち、継続的に
3ヶ月以上塾に在籍し受講をしていること、かつ受
講時間数が30時間を超える場合とする、となって
おります。）しかし、模試や副教科セミナー、志望校
別講座やWEB講座等の単発講座を複数回受講
しただけの塾生徒以外の合格者をあたかも自塾の
実績であるかのように合格実績に含めて水増しし
ている塾もあるようです。これは学習塾業界のモラ
ルに反する行為であり、生徒·保護者様の信用を大
きく裏切る行為であると考えます。合格実績につい
ては、当塾のように、これらの受講者を含めていな
いことを明示しているかどうかご確認ください。その
証としてKECグループでは各教室内に合格者の
氏名·出身小学校名などを掲示しております。ぜひ、
教室にお越しいただき、生徒·保護者様と親身にふ
れあい、共に戦った結果として得た、「本物の合格」
の数を実感していただけますと幸いです。

（※公益社団法人全国学習塾協会が定める塾生
徒の基準は、受験直前の6ヶ月のうち、継続的に
3ヶ月以上塾に在籍し受講をしていること、かつ受
講時間数が30時間を超える場合とする、となって
おります。）しかし、模試や副教科セミナー、志望校
別講座やWEB講座等の単発講座を複数回受講
しただけの塾生徒以外の合格者をあたかも自塾の
実績であるかのように合格実績に含めて水増しし
ている塾もあるようです。これは学習塾業界のモラ
ルに反する行為であり、生徒·保護者様の信用を大
きく裏切る行為であると考えます。合格実績につい
ては、当塾のように、これらの受講者を含めていな
いことを明示しているかどうかご確認ください。その
証としてKECグループでは各教室内に合格者の
氏名·出身小学校名などを掲示しております。ぜひ、
教室にお越しいただき、生徒·保護者様と親身にふ
れあい、共に戦った結果として得た、「本物の合格」
の数を実感していただけますと幸いです。

KECグループでは、合格実績に模試の
受験者、講習生の合格数は一切含んで
おりません。

81
定期テストアップ率

2018年1学期中間テスト
中2生と中3生

%
.0

定期テスト対策を全力で2週間取り組むから、成績アップ!

まるごと2週間学校別定期テスト対策！
学習計画の作成

KECオリジナル手帳「ロードマップ」を活用し
て定期テスト前の学習計画を作成します。

テスト範囲にフォーカスした徹底指導
「定期テスト予想問題集」等を使ってそれ
ぞれの中学校のテスト範囲内容を徹底
的に指導します。また、定期テスト前には
講師と1対1で面談し、作成した勉強計画
や「学校の課題」についても進捗状況を
確認し、徹底実施の手助けを行います。

集中特訓
テスト前の土曜もしく
は日曜は、確認テスト
や個別フォローにて
仕上げをし、自信を
持って定期テストにの
ぞんでいただきます。

ロードマップの週間ページ

中学
受験
をお考えの方

高校
受験
をお考えの方

奈良女子大附中の合格者、KEC創業以来、

過去
累計1,000名突破！！2019年度

20190603

桜井
教室

☎（0744）46-0285（代）
桜井教室

五位堂教室

☎（0745）79-2855（代）
五位堂教室

高の原
教室

☎（0742）71-3586（代）
高の原教室

田
原
本
教
室

☎（0744）32-7620（代）
田原本教室

ASMO

郡山教室

☎（0743）55-1915（代）
郡山教室

奈
良
教
室

☎（0742）27-3780（代）
奈良教室

西大寺
教室

☎（0742）35-8300（代）
西大寺教室

生駒教室

☎（0743）74-0085（代）
生駒教室

学園前教室

☎（0742）45-6484（代）
学園前教室

王寺教室

☎（0745）34-2237（代）
王寺教室

http://www.kec.gr.jp/seminar/ KECゼミナール

受付時間
平日／PM1：30～PM9：00
日曜／AM11：00～PM6：00
※お問い合わせ、お申し込みは
　WEBまたは教室へお気軽に
　お問い合わせください。

KECゼミナールはすべて駅前立地!安心して通塾できます!

私は、小学校五年生からKECに通っていました。最初は、自分が問題を間違えたことに対して言い訳ばかりする、全く頑
張りやさんでもなんでもない子でした。自分の失敗を人のせいにする私が変われたのはKECの先生と、KECで出会った
友達、KECの環境や雰囲気のおかげでした。KECの先生方が学ばせてくれたことは、「自分で考える」ということ、「自分で
頑張り、成功をつかむ」ということ、他には「自分と同じくらい、又は自分以上に必死に頑張っている子がいる」というこ
と。勉強をただ一人で頑張るだけでは、いつか辛くしんどく、苦しくなる。KECの先生方は、必死に、ずっとサポートしてく
れました。私は、中学受験をして失敗しました。あの時の、ずっと見てくれていた先生の、見守ってくれていた家族の、悲
しそうで悔しそうな、今にも泣きそうな表情をはっきり覚えています。ここで終わってはいけない、このままでは終われな
い、という気持ちで埋め尽くされました。ここから私の学んだことは、「失敗は本当のバネになる」ということです。受験が
終わって中学生になり、一年生の一年間の通知表は全部五！五！五！自分でも驚きました。「悔しい」という思いが、実は次
の成績が良い予兆なのかもしれません。私は、「受験」という一番大きなぶ厚い壁をぶち壊すその日までは、一喜一憂は
全然大丈夫だと思います。実際、私はテスト勉強のときも、前回失敗している方が点も良かったので。ここまで私の体験
談を書いてきましたが、これは、KECだったからできたことだと思っています。もっと厳しくて、もっと規制のきつい塾だ
と、私は絶対うまくいってなかったと思います。私はKECの郡山教室で強くなれました。あんなわがままな奴でも、強くな
れるのです。変われるのです。最後の最後まで自信が持てなくて、それでも先生や家族は、ただただ私を信じ続けてくれ
ました。先生方、本当にありがとうございました。ずっとここに、KECにいたいと思わせてくれる程、第二の家のような安
心感がありました。私のために、無理をして下さったこともありました。本当に感謝しています。最後に、KECを選んだとっ
てもラッキーで幸せ者な後輩のみなさん。私でも強くなれたので、絶対大丈夫です。ずっと良い成績をとり続けなくても
良いのです。失敗しても大丈夫！受験まで長く感じることもありますが、KECの先生方のサポートがあれば、絶対大丈夫！

この五年間で学んだこと
林原　菜央さん（郡山東中学校）
郡山高等学校／奈良育英高等学校／近畿大学附属高等学校　合格

大阪教育大附天王寺中・・・・・・・25名合格
京都教育大附桃山中・・・・・・・・・・21名合格
奈良教育大附中・・・・・・・・・・・・・・・・54名合格

他多数合格

対象：年長～小6 ※年長クラスは王寺
　教室のみ

KECゼミナール・
KEC志学館ゼミナールは

私立中学入試
にも強い!!

5教科

472点獲得!

KEC生の高校受験

合格体験記!!

2019年1学期中間テスト結果速報

定期テストの目標を設定して勉強計画を立てるの
で、目標達成のためにやらなければならないこと
が明確になります。また、空き時間に暗記問題をお
こなうなど効率的に勉強することができました。さ
らに集中特訓の時間で学校ワークや自分の苦手
な問題をできる時間が取れたのが良かったです。

春日中学校1年生　
西浦　由香さん


