志望校別･在学校別 専門個別指導 エストスーパースクール

小学生･中学生･高校生

誰 も が理想 に思う 教育 を、
誰 も できな いくら い貫 きた い。

私たちは学習塾です。
⽣徒全員の、学⼒向上や目標実現が私たちの最大の目的です。
ですが、私たちが目指すものはそれだけではありません。
学習を通じて、幾多の成功体験を積み重ねさせることで、
学ぶことの楽しさや情熱の先にある達成感や充実感、
どんな困難も自らの⼒で前向きに乗り越えられる勇気や自信、
確固たる意志を育む“⼈間的な成⻑の場”でありたいのです。
もっと⾔うならば、学習塾という既成概念を超えて、
全ての子どもたちにとって、最も自分らしくいられる、
そして安心して自分らしい未来へ挑戦できる、
“居場所”でありたいと考えています。
そのために、今⽇も私たちは、丹念に⼀⼈ひとりと向き合います。
あいもかわらず、本気になって叱り、本気になって励まし、
本気になって子どもたちと⼀緒に成果と成⻑を喜びます。
子どもたちにとって、塾以上の存在となれるように。
塾の先⽣以上に深くその⼈⽣に関われるように。

since 2006

私たちの大切な子どもたちのために、できるすべてを。
進学や合格の先にある⼀⼈ひとりの幸せな⼈⽣を⾒据えて、
誰もが理想に思う教育を、
私たちは誰もできないくらい貫き続けます。

≧塾

塾より、もっと。

ｅｓｓ全コース

各校

無料体験授業実施中!
大切なお子様の学習に関することだからこそ、実際に教室に来ていただき、体験授業を
受けていただいて、「ここなら頑張れそう」と思われた場合のみ、入会をお考えください。

15 名
限定

ホームページ

新年度入会金無料
キャンペーン

リニューアル︕

www.est4119.jp

201９年４月末まで

ホームページからのお問い合
わせ・ご面談でクオカード
500 円分進呈！（4 月末まで）

複数コース受講割引・兄弟姉妹通塾半額割引あり

植田校

千種校

徳重校

赤池校

香久山校

エムパーク校

兵庫校

名古屋市天白区植田 3-810-2F

名古屋市千種区田代本通 3-24

名古屋市緑区徳重 1-702-1

日進市赤池 1-2313-2F

日進市香久山 2-1602-2F

豊田市前山町 1-27

東郷町兵庫 2-3-8

０１２０- 4119 - 80
HP www.est4119.jp

まずは

個別面談の予約を
したいのですが…
とお電話ください。

←ＱＲコードからのお問合せは２４時間受付中です。
体験授業の流れ

電話・ＨＰからのお問い合わせ

ご面談

ess は名古屋市・豊田市・日進市・東郷町に７教室開校。フリーダイヤルまたはホームページまでお問い合わせください。

無料体験授業
（電話受付 14:00∼21:00）

私たち ess は、⼦どもたちの⼈⽣に深く貢献することを理念とし、常に進化を続ける⺠間教育機関として、地域の皆様のご期待にお応えします。

[⾏ き た い 学 校 ][通 っ て い る 学 校 ]に 一 番 近 い 、 個 別 指 導 塾 。

志望校別・在学校別専門個別指導
一方的に「教え込む」のではなく自発的に学べるように「導く」個別教育
Coach（学びを導く）プロセス

学習の型を身につけるサイクル

知識

練習問題

Input

わかるを実感し
学習意欲が高まる

Output

●
●
●
理解と定着へ
●
●
●
● ● ● ● ●● ●● ● ● ●● ● ●

●
●
●
●
●
●
●
学習の習慣化へ
●
●
● ● ● ● ●● ●● ● ● ●● ●● ● ● ●● ●● ● ● ●● ●● ● ●

スモールステップで「わかる」を実感

反復学習で知識と意欲が定着

選べる２コース

｜個別アクティブ｜

高校部

｜個別ベーシック｜
スモールステップで「わかる」を実感

授業は各校教室⻑が責任を持って直接指導。各教科の学びのポイントやテクニ
ックを余すことなく解説した ICT 教材を活用し、テキストの全ての問題の１０
０％理解を実現します。
「わかる」喜びを実感しながら、着実に学習を進めて
いくことができるため、知識と合わせて学習意欲が身につきます。

ポイント２

反復学習で知識と意欲が定着

学習意欲を成績に反映させるためには、意欲を活かす学習方法が必要です。用
語や解法などの基礎をインプットし、それを使って例題を繰り返し解くこと
で、学習の基本スタイルとも言える「型」を身につけていきます。

ポイント３

自分のペースで学べるから無理なく習慣化

学習意欲が⾼まり、学習スタイルが確⽴できても、継続できなければ成績を伸
ばし続けることはできません。学習の習慣化を徹底的にサポートするため、
「学び放題」のシステムを取り入れています。

定期テスト対策 テスタイ

受講費 無料！

成績保証
制度の
個別指導

●定期テストへ向けて個別学習カリキュラムを作成します。
●テスタイ期間中は通塾回数・時間を増やして学習量の確保を⾏います。

ess 生は
月額授業料 無料！

｜個別アクティブ｜

■大学一般入試対策 ■学校別授業対策 ■推薦入試対策

２０２０年の⾼大接続改⾰以降の教育に
備え、子どもたちが自らの意思で学び、未
来を⽣き抜く⼒を身につけられるよう
に、学校内容から受験まで、様々な「学び
のステージ」を提供します。

■名大附属中受検 ■私⽴中受験
■学校内容補習 ■能⼒開発

合格徹底講習

高３対象
定員制

｜個別ベーシック｜

いまや推薦入試・AO 入試は一般入試と並び、メジャーな入試制度と
なっています。ess では、近年の⾼校⽣からのこういったさまざま
なご要望にお応えすべく、「学校別授業対策コース」「推薦入試対策
コース」
「大学入試対策コース」を準備しました。入試制度ごとにき
め細やかな個別カリキュラムを作成し、⾼校⽣を応援していきます。

小学部

AO 推薦入試専門コース マイエーオー

初年度
慶應義塾大学 総合政策学部
第１期生
慶應義塾大学 総合政策学部
中央大学 文学部教育学専攻
全員合格︕
関⻄学院大学 総合政策学部
関⻄学院大学 人間福祉学部社会起業学科
⽴命館アジア太平洋大学 国際経営学部
⽴命館アジア太平洋大学 アジア太平洋部

基礎学力と学校内容の定着、高校受験・大学受験を見据えた
飛び級学習、そして、将来に生きる能力開発までカバーする
算数・国語教育の決定版！

■無学年式⾶び級テキスト〔50 分〕
■パズル教室・ことばキッズ〔20 分〕
■計算・漢字・チェックテスト〔20 分〕
ステップアップ式で本格的な
プログラミングを学ぶ

キャリア教育プログラム

語彙・演習・スピードをバランスよく鍛える、
小中高対象／５級∼２級／短期集中講座
効果的な⻑⽂読解対策トレーニング！

感謝 の言葉 に代え て

授業をしな がら、 ふと思う ことがあ
り ます。保護者様 にと って大切な、
大切な子どもたちを通 わせ ていただ
いて、 こう し て子どもたち に勉強を
教え てあげ られる ことが、なん て幸
せな時間なんだ ろうと。

日 々、ご家庭 で子育 てをす る中、思
う よう に いかな いこと、 どう し てい
いかわからなくな ってしまう こと、
時 には腹を立 ててしまう こともたく
さんあ るかと思 います。

もちろん、 そ の大変 さと同 じかそれ
以上 の喜び が子育 てにはあり ます。
私 たちも、成績を上げ ると いう目的
のた めに学習指導 をす る中、子ども
たちからたく さん の喜び を受 け取 っ
ています。

ご予約制

時 には、なかなかや る気を出 させ て
あげ る ことが できなか ったり、 こち
ら の想 いが伝わらなか ったり、信 じ
て裏切られる ことも、頑張り に見合
った結果を出 させ てあげ られなく
て、 一緒 に悔 し涙 を流 したりす る こ
ともあり ます。

喜び と同 じか、 それ以上 の困難 に
日 々、悪戦苦闘 しな がらも、大切な
子どもたちと過ごす こと のできる時
間 が、私 たち にと っては心から満 た
されるかけがえ のな い時間 です。

大切なお子様を通 わせ ていただき、
微力な がら子育 てのお手伝 いをさせ
ていただける こと に対し て、 この場
を借り て感謝 の気持ちをお伝えす る
ととも に、 これからもご期待 にお応
え できるよう、講師 一同、全力 で子
どもたちと向 き合 っていく ことをお
約束 いたします。

エスト スーパー スクー ル
代表 石橋晃

無料教育相談

割引制度

自分のペースで学べるから無理なく習慣化

選べる２コース

中学部
ポイント１

学び放題
の
個別指導

学習や受験のご不安だけではなく、お子様の意欲や生活態度、学校生活のお悩みや不登校児へのアドバイス等、
ご入会の意志に関わらず各校教室⻑にご相談いただけます。
（代表の石橋へのご相談も可能です）

●ご兄弟姉妹通塾割引／授業料２０％オフ（個別アクティブ・算国マイスター受講時は授業料５０％オフ）
●小学部複数コース受講割引あり ●速読コース授業料無料
※詳細はお問い合わせください。

プログレスコース＆アドバンスコース

主体性と課題の発見⼒・解決⼒を高める次世
代型キャリア教育プログラム「エナジード」。
自己肯定感を高め、自分の可能性を理解し、
将来を能動的に捉えられるようになります。
【 ess 生は受講費 無料！】

個別指導なのに家計に安心の通いやすい料金設定
中学部
個別アクティブ （１回１３５分）
個別ベーシック （１回９０分）
高校部
個別アクティブ （１回１３５分）
個別ベーシック （１回９０分）
AO 推薦入試専門 ＭｙＡＯ（マイエーオー）

週１回通塾

週２回通塾

17,800 円
16,000 円

21,400 円
25,600 円

週１回通塾

週２回通塾

15,200 円
16,200 円

20,400 円
25,600 円

※詳細はお問い合わせください

小学部
算数マイスター （１回９０分）
国語マイスター （１回９０分）
名大附属中対策 （１回１３５分）
私立中受験対策 （１回９０分）
プログラミング Kids （１回４５分）

週１回通塾

週２回通塾

7,800 円
7,800 円
16,000 円
16,000 円
5,200 円

12,600 円
12,600 円
25,600 円
25,600 円
9,800 円

※別途、教材費・維持管理費が必要になります。
※小学部は複数コース受講割引がございます。
※その他コースの費用はお問い合わせください。
〇ことばキッズ・パズル教室のみの受講可／月謝 4,800 円
〇中・高生は定期テスト前のみの通塾可／テスタイ 1 回 6,000 円

０１２０- 4119 - 80
HP www.est4119.jp

まずは

個別面談の予約を
したいのですが…
とお電話ください。

←ＱＲコードからのお問合せは２４時間受付中です。
体験授業の流れ

電話・ＨＰからのお問い合わせ

ご面談

ess は名古屋市・豊田市・日進市・東郷町に７教室開校。フリーダイヤルまたはホームページまでお問い合わせください。

無料体験授業
（電話受付 14:00∼21:00）

私たち ess は、学習を通じて自らの⼒で前向きに頑張れる姿勢やどんな困難の前でもあきらめない強い意志を育む⼈間的成⻑の場でありたいと願っています。

