2016小中高一貫・逆算のプログラムで夢実現！
夢実現に向けて
努力したものが全て報われて夢実現ができる訳ではない。それを成し遂げるのは一部である。同じように努力したはずなのに成功する人とそう
でない人に分かれてしまうのはなぜか。それは単なる努力ではなく「正しい努力」をしたかどうかである。逆算のプログラムとは、
「大学入試で求め
られる学力とは何か」を見据えた上で、
「正しい勉強のしかた」を続け、必要とされる学力を身につけていくプログラムである。津田塾では「高校入
試はゴールではない。18才で受験学力をピークへ！！」をテーマに取り組んでいる。小中高と「正しい努力」を続ければ、必ず自分の夢をかなえるた

入試
平成２８年度

）

平成 27年度 主な

新高1生対象 東進特別公開授業

合格実績！

「東進衛星予備校」の人気講師がやって来る！

国公立大学

私立大学

県立高校・国立高専

東京大学
（理Ⅱ）
北海道大学
（医・医）
琉球大学
（医・医）･･･････ 4名
東北大学
熊本大学
高崎経済大学
福岡教育大学
静岡大学
山口県立大学･･･････････ 2名
九州工業大学･･･････････ 3名
群馬県立県民健康科学大学
琉球大学･･･････････････ 23名
その他・国公立大学

早稲田大学･･･････････ 2名
東京理科大学
立命館大学･･･････････ 2名
同志社大学
青山学院大
中央大学･･････････････ 2名
法政大学
関西大学
明治大学･･････････････ 2名
龍谷大学
明治学院大学
その他・私立大

開邦 ･････････････････ 22名
向陽 ･････････････････ 32名
球陽 ･･････････････････ 2名
那覇国際････････････ 36名
国立高専･････････････ 4名
首里 ･････････････････ 13名
那覇 ･･････････････････ 7名
浦添 ･････････････････ 20名
普天間････････････････ 2名
那覇西････････････････ 2名
小禄 ･･････････････････ 6名
糸満 ･･････････････････ 9名
知念 ･･････････････････ 7名
その他・県立高校

3月17日（木） 開場：午後7時
会場：浦添市てだこホール 市民交流室
東進衛星予備校 現代文・古文講師
板野 博行先生

県立高校入試 同日模試
自分の受験学力を知っていますか？
いよいよ君の出番だ！（新中3生対象）
1日目：3月 9日（水） 2日目：3月10日（木）
時間：午後7時〜9時50分
新中3生（現中2生）を対象に、県立高校の入試日にあわせ
同じ教科を受験できます。中2時点での受験学力を知り、
克服すべき教科・単元をきちんとつかむチャンスです！
（内容は中2終了程度）

小中部・春期講習会
新学年で良いスタートをきれるように
復習・予習を徹底します！
「はじめ良ければすべて良し！」

私立中・高
昭薬中･････････････････ 4名
沖尚中･････････････････ 9名
沖尚高･･･････････････ 15名

ガイダンス：3月25日（金）

興南中･････････････････ 6名
興南高 ･･････････････････18名

※期間中の土・日はお休みです
※塾生無料。新規塾生3,240円

講習期間：3月28日（月）〜4月1日（金）
学年により時間帯が異なりますので、詳しくは教室まで
お問い合わせください。
新入塾生は、この講習会からの授業参加となります。

高校部からのご案内
東進・新年度特別招待講習（新高３・2・1・0年生対象） ●浦添教室

● 申込期間

高卒生総合コース

受講期間

① 2月14日（日）
④ 2月27日（土）

2016年4月10日

入学受付開始
東進

（新小4〜 新中2）午前10 時 〜11時 30 分

② 2月20日（土）
⑤ 2月28日（日）

③ 2月21日（日）
⑥ 3月 6日（日）

テスト教科・時間
新小 3 〜 新中1 午前11時 〜 12時30分（国・算 ）
新中 2〜 新中3 午前11時 〜 12時30分（ 国・数・英）

2月・3月スタート生 受付中！
⇒3月入学生までは、入学金割引があります。
www.toshin.com

小中部入塾テスト＆教育セミナー日程
●東風平教室

（新小 3〜新中 3）

90 分 ×5 回（1〜2 教科）

3月10日までの申込 2 講座無料
3月27日までの申込 1 講座無料

第1回：2月21日（日）
第3回：3月 6日（日）

検索

一 斉 授 業だけで は十 分で はない。個 別 指 導だけで も完 全で はない。
2 つ の良さ が あ る 学 習 環 境 で そ れぞ れ のメリットを 活 用し な が ら
勉 強しませんか。

3月19日（土）

2 つの良さがある学習環境！
＜私立中テスト対策講座＞
津田塾出身の私立中の生徒のために設置しています。定期テスト直前の10日間、個別指
導形式でテスト対策します。津田塾は私立中に進学した生徒のフォローも行っています。

＜個別単科集中講座＞
弱点を克服したい・得意なものをもっと強化したい・遅れを取り戻したい・検定の勉強
をしたい・様々に活用されている単科講座を設置しています。

開邦中・球陽中適性検査対策講座
2016年に開邦中・球陽中が開設されます。
入学者の選抜は「適性検査」という独特の方法でなされます。国・算・理・社をしっかり
勉強した上で、その検査のための特別講座です。

小学生英語

英検・漢検・数学検定の準会場設置

入退館の安全管理はもちろん、津田塾からの多くの情報を保護者の皆様と共有して
頂く為のインターネットシステムです。自宅でWEBテストも受講でき、受講状況などを
保護者の皆様も確認できます！また生徒も嬉しいポイント制もあります！

小学 3 年生〜小学 6 年生

津田塾では「英検・漢検・数学検定」の準会場として、年に3回(数学検定は2回)実施して 「予習シリーズ」に則ったカリキュラムで、
「予習」→「授業」→「テスト」を1週間で行う学
います。各検定とも2級まで受検できます。英検は、対策講座により、一層の合格率を
習サイクルで行います。受講曜日は火・木・土。
「週テスト会員」コースあり。
（浦添教室）
高めています。なお小学生は漢検、中学生は英検が必修受検の方針で取り組ませます。

浦添教室

Tel.876-8530

テスト教科 新小 4 〜 新中1
（国・算）新中2（国・数・英）

入塾テスト受験生の保護者向け「教育セミナー」
「正しい努力」について塾長がお話します！

速脳速読講座！「読み解く力」を伸ばします！

高校部

津田塾事務局
浦添市伊祖1-3-1

Tel.875-8600

創立 41 年の実績

② 3月12日（土）
④ 3月20日（日）

① 3月 9日（水）
・10日（木） ② 3月12日（土）
③ 3月19日（土）テスト教科 新中3（国・英・数・理・社）

第2回：2月28日（日）

速読とは、
「飛ばし読み」や「斜め読み」といった概略把握的な読み方とは違い、
「トレー
ニング前の内容理解度や記憶量は維持し、文章を味わう要素を損なわないで、読む速
度を加速する」ことをいいます。

文科省は英語教育のあり方を全面的に見直し、小学生でも英語を教科化します。グ
ローバルに活躍できる人材育成が目的です。10年以上も小学生英語に取り組んでき
た津田塾で英語を得意科目にしよう。

① 3月 5日（土）
③ 3月19日（土）

（新中 3）時間帯は教室までお問い合わせください

入塾テスト受験生の保護者向け「教育セミナー」
「正しい努力」について塾長がお話します！

一斉指導 + 個別指導

（東進衛星予備校・浦添伊祖校）
浦添市大平1-3-1
小中部

沖尚中･･･････17名
沖尚高 ･･･････10名

池田中････････････1名
興南中････････････ 4名
同志社大学･････1名

昭薬中 ･･････････ 11名 開邦中･･････････････ 6名
早稲田大学 ･････ 1名 慶應義塾大学･･･ 1名

合格速報！
現在
（１月30日

後田多 純寿 NPO 塾全協全国会長 （公社）全国学習塾協会九州・沖縄支部 沖縄幹事長

合格

めの大学に合格できるし、
「一流のプロ」になることもできる。津田塾で「正しい努力」を身につけましょう！

津田塾・塾長

浦添市伊祖1-3-1

Tel.875-8600

地域のトップが集う学習環境

東風平教室
高校部

（東進衛星予備校・東風平校）
八重瀬町宜次660-1

Tel.998-0131

小中部

八重瀬町外間192

Tel.998-0311

社員講師による高品質の授業

「津田塾の取り組み」詳しくはホームページ tsuda-juku.com をご覧ください！

沖縄の塾

津田塾

検索

