
１．タイプ別塾選びのポイント
２．効率的な勉強方法と宿題
３．ネクスタの指導方法
営業はかけませんのでご安心ください。
興味をもたれた方にだけ、次のご案内
をさせていただきます。
塾を選ぶ上で絶対に参考になる情報が満載です。
お気軽にご参加ください。

明野校 547-7905 バス停「東小入り口」から徒歩1分
大在校 547-8300 大在北セブンイレブンから徒歩1分
皆春校 521-7007 皆春マルキョウから徒歩1分 皆春校地図

意味のない宿題に振り回されていませんか？
あえて宿題を出さないことで成績を上げる！

無駄な勉強をなくすことで
学習時間をしっかり確保！

個 別 指 導 ネ ク ス タ

中学生１科目５，５００円/月～
小学生１科目３，３００円/月～

安心
価格

自信
あり

個 別 指 導 ネ ク ス タ

指導方針
説明会

Q.宿題なしで成績は上がっているの？

学校の宿題と塾の宿題、両方を完璧
にやるなんて無理じゃない？
勉強が苦手な生徒にとって、
多すぎる宿題はかえって学力
の低下を招きます。
苦手だから時間がかかる。
間に合わないから答えをうつす。
だから出来るようにならない・・・。

宿題が学力向上につながっている生
徒は全体の1割程度
ではないかと感じています。
学校の宿題には学習習慣をつけるという側面もあ
るのでこれはちゃんとやって欲しい。塾の宿題は
「授業でわかった」ことを「実際に出来る」よう
になるためのものです。宿題をやらない、適当に
済ませてしまうのであれば、はじめから宿題は出
さずに、塾の中で宿題に相当する部分を完結させ
たほうがよいと結論付けました。そして

宿題を出さないことで成績を上げる
というコンセプトで個別指導ネクスタを開校する
ことにしたのです。

成績 up 続々出ています！
・・・・・・・

皆春校
３月

ファミリーマート 皆春 店の交差点に開校！

⼤東中３年Kさん

⼊塾前 ２学期
期末T

英語 ８０点 ９０点
数学 ５９点 ９１点
５科 ３１３点 ４３８点
数学３２点UP！
５科目合計１２５点UP

⼤東中３年 Nさん
⼊塾前 ２学期

期末T
英語 ６７点 ８３点
数学 ５０点 ８７点
５科 ３００点 ４１７点

数学３７点UP！
５科目合計１１７点UP
⼤在中２年 Kさん

⼊塾前 ２学期
期末T

数学 ５２点 ８０点
５科 ３６３点 ４４０点
順位 １２７位 ４７位

５科目合計７７点UP！
学年順位 ８０人抜き！

⼤在中１年 Kくん

⼊塾前 ２学期
期末T

英語 ４４点 ６３点
数学 ６４点 ８９点
順位 １７２位 ８３位

英語１９点・数学２５点UP！
学年順位 ８９人抜き！

宿題がなくても、学習量は減りません！
NEXTAオリジナルの学習システム
NEXTAでは、40分の授業を受講すると、必ず40分の演習を行います。
その日、授業で習ったことを定着させることが狙いです。
この部分が、今まで、宿題とされていた部分です。
宿題まで塾でこなしてもらう。答え合わせも講師が行う。
かえって、勉強の質が上がる。集中してできる。
「宿題をやりなさい！」という
親子喧嘩もしなくて済む訳です（笑）

明野校 ⼤在校 皆春校３⽉開校

皆春校開校記念
１．入会金２万円 →無料
２．春期講習４コマ→無料
３．他塾から移る場合→教材費無料

2/27
日曜日

3/6
日曜日

3/13
日曜日

3/20
日曜日

3/21
月祝

3/22
火曜日

皆春校 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
明野校 10:00 14:00 19:00
大在校 14:00 10:00 19:00

説明会は1時間程度です。
お電話またはHPよりお申し込みください。



ど
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く
ら
い
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ポイント３ 通常月は週１回 ホワイトボードを用いた授業形式のコースです。
講習会時は進度調整・復習の徹底のため個別指導での受講となります。
新中３：土曜日19:05～22:00 13,200円/月（税込）今春新中３のみの募集となります。

数学専門コース

2018 2019 2020 2021 2022
50点以上
60点以下 0.3 1.6 4.2 6.3 ？

40点以上
50点未満 5.6 7.9 22.4 27.1 ?

成績アップの鍵は
講習会での復習にあり！

個別指導NEXTA

期講習のご案内

※⽇程・時間は選択することができます。

春
時間

1限 13:05-13:45

2限 13:50-14:30

3限 14:35-15:15

4限 15:20-16:00

5限 16:05-16:45

6限 16:50-17:30

7限 17:35-18:15

8限 18:20-19:00

9限 19:05-19:45

10限 19:50-20:30

11限 20:35-21:15

勉強している割に成績が伸びない
形だけの宿題になっていませんか︖解けるよ
うになる、覚えるための宿題・勉強のやり⽅
をネクスタで覚えましょう︕

上野・舞鶴を⽬指しているけど数学が・・
上野・舞鶴に進学したければ、数学では最低でも40
点は欲しいところです。⼤分の難しい数学に対応す
るためには、パターン学習だけでは駄⽬︕
より深く考える⼒を育てるためにも“深堀授業”のＮＥ
ＸＴＳＴＡＧＥがお勧めです。

ネ ク ス タ

ＮＥＸＴＡがお勧めのタイプ

ＮＥＸＴＳＴＡＧＥがお勧めのタイプ

3/1〜23

無料体験
勉強法指導

３⽉
24 25 26 27 28 29 30 31
○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ 休

コース費⽤
（税抜き） ⼩学⽣

中学⽣
新1・2年 新3年

4回コース 無料 無料 無料
8回コース 4,400円 6,400円 7,200円
12回コース 8,800円 12,800円 14,400円

入会金
春期４コマ
無料

４⽉
1 2 3 4 5 6 7 8
○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ 休

数学で40点以上取れた生徒の割合（%） ポイント１ この２年間は数学の入試は易化傾向にあります。特
に４０点以上の割合は大きく増えています。50点以上の割合も
増えてはいるものの、6.3%と非常に低い割合に留まっています。
数学で高得点を取るためには（１）難しい問題もあきらめず、
しっかり考える力。（２）基本的な問題の反復と暗記。が必要で
す。NEXT STAGEは深くしっかり考えるための「深堀学習」
入試レベルの問題にたくさん触れるために中学内容を１１月中に
終わらせる「超速習」のコースとなります。

小学生のための英語検定

NEXT STAGE

明野校

皆春校
大分の
高校受験

英語は努力が報われる科目!自信をつけて中学へ！

１年かけてゆっくり５級合格コース
週2回（80分） ⽉額.  6,600円

１年で４級まで⼀気に⽬指す︕
週4回（160分） ⽉額 13,200円

皆春校 開校特典
１．入会金２万円 →無料
２．春期講習４コマ→無料
３．他塾から移る場合

→教材費無料

数学が難しい
⼤分県の 高校入試数学で50点以上を本気で目指す!

ポイント２ 大学受験においてセンター試験は共通テストに変わり、数学の出題傾向も大きく
変わりました。NEXT STAGEは大学受験まで視野に入れた指導となっています！

明野東⼩４年 Mさん
⼩４の４⽉から
週２回で受講開始
１⽉に英検５級受験

受講例１
バランス型 火 木

16:50～17:30 英語 英語
17:35～18:15 算数 算数

受講例２
英語特化型 火 木

16:50～17:30 英語 英語
17:35～18:15 英語 英語

⼤学受験アクセル

明野校 皆春校 今春２校同時開校

アクセルは大学受験に特化した高校生だけの塾です。
普通の個別指導では不可能な「大学受験に必要な全ての
科目のマネジメント」を可能にした塾です！

導 ⼊ 塾

開校
説明会

2/27
日曜日

3/6
日曜日

3/13
日曜日

皆春校 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00
明野校 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00


