個別
指導

R4年度入試、早稲田大、立命館大、近畿大、福岡大5名、龍谷大２名、他
修猷館高１名、
筑前高４名、
西陵高３名、
大濠高１名、
他多数合格！
去年は、
熊本大、
関西大、
福岡大２名、
近畿大２名、
西陵高４名etc....
伝統のPALポリシー
勉強を楽しむ ということが
頭を良くすることにつながる。
このことが最新の脳科学の
研究で証明されました!!

※シナプスと呼ばれるニューロン
（神経細胞）
間の伝達物質が、
何らかの
ストレスが発生すると、
活動を中止することが分かってきたそうです!!

PALには…

!
ら!
から
だか
だ

●
「勉強を楽しむ」
というポリシーがある!
●25年以上積み重ねた指導のノウハウがある!
●頼れる講師がたくさんいる!
●質問しやすい環境がある!
●伝統の、
集中力をアップするBGMがある!

入塾3年、
小学6年生で英検4級合格!!
野方の地で20年以上!

子供達と共に生きる、
それが私の毎日。

皆さんは、
勉強をどうとらえてますか？
「ちっとも面白くない」
「学校に行ってるか
ら仕方がない」
「入試があるから」
「こんなの大人になって役に立つの？」
といったと
ころが否定的な意見ではないでしょうか。
でも現在、
科学や医療、
農業、
工業などの
分野で、
本当の意味で社会を引っ張っていっている人たちは、
紛れもなくある時期
真剣に勉強をしてきた人達だと思うんです。
今は目標の無い人が多いかもしれませ
んが、
目標ができると人間は頑張れるものですよ。
目標は自分から自然に思いがわ
きあがり固まってくるもので、
誰かから与えられるものではないと思います。
そして、
目標はいつか必ず出来てきます。
皆さんは、
その時後悔しない為の基礎学習の段階だと思って下さい。
そう考えれ
ば、
大事なこの時期に嫌々ながら勉強するって損だと思いませんか？どうせ勉強す
るなら楽しまないと時間が勿体ないじゃないですか。
どんな科目にしろ知識をつけ
ることは人間としてもレベルアップすることになると思います。
私は、
勉強を楽しめる
場を皆さんに提供するのが仕事だと思っています。
PAL進学教室 塾長 山本雄一

じて
学習目的に応 !!
コースを設定

中学生
（5科目から選択）

小学生

■難関私立受験コース

目標校を決めておられるお子様で、
定期テストの点数が五科目
420点以上のお子様対象。
中3の10月までに全課程を修了し、
11月からは総復習と入試対策を行っていきます。

（算・国・理・社・英から選択）

■学校補習総合コース

■ジュニアコース
（小1〜小3）

それぞれの公立中学校の内容と進度に合わせて指導致します。
レベルは完全に本人に合わせます。
又、定期テスト対策を充実さ
せ、得点力アップを図ります。

小学校低学年から、
学ぶことの楽しさを教え、
その子の能力を引
き出し応用力が身につく指導を行います。
また、
できるに合わせ
て先取り学習を行います。

■私立中学生コース

■中学受験特訓コース

受験までの期間と通塾回数に合わせたカリキュラムを組み、先
取り学習と受験レベルの問題の指導を並行して行います。

私立中学校の進度に合わせて指導致します。
本人の希望に沿っ
て、
塾又は学校の教材で指導します。家庭教師の感覚で通塾下
さい。

■基礎・応用力総合コース

■単科受講コース

苦手な科目に的を絞り集中して強化したい時に受講下さい。苦
手な単元だけを強化することも出来ます。

教科書レベルの内容の定着を目標にし、苦手な分野は時間をか
け、
できるところは速く進め、学習効果を高めます。
そして基礎が
できるようになれば応用力も養っていきます。又、生徒さんによっ
ては1回の授業で2科目の指導が可能です。

■苦手単元受講コース

例えば、算数の計算が苦手とか、計算はできるが応用問題がで
きないなどの苦手な分野を集中して勉強するコースです。

■英語コース

発音だけではなく、
単語や文章がかけるよう
に指導し、又、文法もやさしく分かりやすく教
えていきます。
中学入学後、英語が得意科目
になります。英検の指導も行っています。

もちろん も
スで
同じコー 習内容、
に学
個人別 進度が
レベル、 。
違います

講師は全員 九大生 の

PA L 進 学 教 室
ホームページ ： http://www.kobetu-pal.com/
メール : pal@kobetu-pal.com

このチラシ 今ならお得! 入塾金半額!!
ご持参の方

転塾の方は! 入塾金無料!!

高校生
（5科目から選択）

■高3生入試対策コース

学校の授業内容とは別に、
入試対策をしたいというお子様対象。
本人の志望大学に合わせて指導
を行い、
入試の実力を養っていきます。
九大生講師が自分の経験を生かし、
入試をサポートします。

■推薦入試対策コース

学校の評定を上げることを目標に指導を行い、学内推薦を勝ち取ります。指導は学校進
度に合わせ、
基礎力の強化を図ります。
そして11月の推薦入試に向かって入試演習を
行っていきます。

■学校補習コース

それぞれの高校の内容と進度に合わせて指導致します。
レベルは完全に本人に合
わせます。学校教材の持ち込みにも十分対応させて頂きます。

■単科受講コース

苦手な科目や単元に的を絞り集中して強化したい時に受講下
さい。
例えば古文が苦手、
英文法が苦手といった場合にそこだ
けを集中的に指導することも出来ます。

無料体験授業のお申し込み／お問い合わせは

092-811-1011
受付時間：15時〜22時

無料体験学習受講申し込み書
●お子様氏名:
●学校名：
●学年：
●住所：

●電話番号：

〜 ご 挨 拶 〜

私が野方の地でPAL進学教室福岡校を開塾して20年以上が過ぎました。生徒が勉強を楽しめるようにするにはどうし
たら良いだろうか？そのことを考え続けてきました。面白いことを言えば生徒は笑ってくれます。解法の裏技を教えれば、
驚いてくれます。でもただそれだけでは、その場の雰囲気だけで終わってしまいます。私は勉強そのものを楽しませたい
のです。又、私は、人生は楽しいもの、夢があるものということを教えたい。勉強するということは夢を掴む第一歩です。
「智は力なり」です。人は個性を持っています。子供も個性あふれ誰一人として同じ子供はいません。だからこそ心に響く
言葉も、時を得て、相手の目を見て、真心を持って真剣に伝えなければならないのです。それが真の個別指導だと考えま
す。当塾は福岡校と京都校の2校だけで規模の小さい塾ではございますが、指導においては小さい塾ならではの強み
があります。
これからもPAL進学教室を選んで頂いたご父母の皆様に、通わせて良かったと心から思って頂けるように頑
張りますので宜しくお願い致します。
PAL進学教室 塾長 山本雄一

内申対策

●定期テストの試験範囲の指導をします。
●定期テストの試験範囲のプリントをたくさん渡します。
●テスト対策日曜勉強会を開きます。

入試対策

中3生の受験対策

の方
小学生
大歓迎

無 料 体 験 学 習 受講してみませんか?
●毎回授業の前後に入試用プリントで演習していきます。
●9月からは毎週土曜日に入試特訓授業（無料）を行います。
●年7回、福岡県志望校判定模擬試験を実施します。
●春期、夏期、冬期講習会で弱点補強を行います。
●定期的に個人懇談を開き、随時入試相談も承ります。

国公立大

過去の合格実績

京都大学・九州大・大阪大・神戸大・広島大・滋賀医大

私立大
高専

公立高校

私立高校

中学

熊本大・長崎大・佐賀大・山口大・京都府立医大・九工大・京都教育大・信州大
鳥取大・滋賀大・茨木大・大分大・和歌山大・北九大・福岡教育大・下関市立大・他
同志社大・立命館大・関西大・西南学院大・関西学院大・創価大・福岡大
近畿大・甲南大・中村学園大・龍谷大・国際医療福祉大・関西外大
京産大・大経大・九産大・同志社女子大・大阪薬大・他
修猷館高・城南高・筑前高・西陵高・糸島高・講倫館高・福岡工業
玄洋高・福岡女子高・有明工高専・他
早稲田佐賀高・西南学院高・福岡大濠高・筑紫女学園高・中村学園女子高
東福岡高・福岡舞鶴高・福大若葉高・精華女子高・他
福岡教育大附・西南学院中・筑紫女学園中・上智福岡中・弘学館中
東福岡自彊館中・福岡舞鶴誠和中・中村学園女子中

授業時間と机の配置とBGM
まず1コマの時間ですが、80分というのは長いよ
うですが慣れてくると短く感じるものです。学校
は45分 授 業で すが、45分 や50分 授 業で は 一 番
乗ってきた頃に終了ということになり、学習効果
という点効率が悪いと思います。次に机の配置
ですが、横に並べると先生も教えやすく一目で見
渡せるので生徒の学習状況が良く分かります。
又、生徒の方も隣で勉強しているのが見えるの
で孤独感がありません。机と椅子が広く豪華な
のは、生徒が疲れないようにということと、テキ
スト類をたくさん広げてもスペースがあり、ゆっ
たりと学習に打ち込める環境をつくる為です。
又、20年以上も前から学習効果を高める為に専
用のBGMを流しています。

ル

喜びの声

修猷館高校合格

壱岐中Mさん

私はPALに小学2年生から中学校卒業まで、約7年間通ってきました。私は勉強よりも運動
することの方が好きで、
最低限の宿題しかやっていませんでした。
しかし、
PALの先生方はで
きるようになるまで、理解するまで懇切丁寧に教えてくださり、
PALの授業だけでテストで毎
回400点以上とることができました。PALの先生方は大学生で、私たち生徒との歳が近く、
気軽に質問ができます。
テスト前の不安に対するアドバイスや、
入試での戦略、
試験直前の
過ごし方など、
たくさんのためになるお話をしてくれました。個別指導なので、先生との関わり
が深く、
良い大人のお手本がすぐ近くにあることで、勉強だけでなく、精神面でも成長するこ
とができたと思います。私は、優しく、
どんな質問にもすぐに答えられる先生方に憧れをもち、
自分もそんな人になりたいと、
志を高くもつことができました。
自分の憧れの存在が近くにい
ることで、
モチベーションは下がるどころか、
上がっていく一方でした。
それは、私が修猷館高
校に合格できた一因だと思います。
もちろん高校入試はPALの授業だけでなく、
家での自主
的な勉強が必要です。
しかし、私は家で勉強に集中することができなかったので、
PALの自
主勉強用の机で、夏休みや冬休みはほぼ毎日6時間以上、勉強しました。
とても集中でき、有
意義な時間でした。PALは、
1人1人に合わせたカリキュラムなので、
やる気があればあるほ
ど伸びると思います。
どんな質問にもすぐに正解を教えてくれる先生方はなかなかいません。
人見知りの私もすぐに打ち解けることができました。勉強だけでなく、
人との関わり方など、
た
くさんの学びをくれたPALにとても感謝しています。

九大生の家庭教師より断然安い!
教え方が上手な九大生講師!! ベテラン塾長や九大生の講師に習ってこの金額
個別指導だからこそ講師にこだわります。

生徒間での能力差があるように、
講師間の能力差も
あります。個別指導では様々な生徒の質問にその場
で対応しなければなりません。転塾生から、前の塾
で、家で解けなかった問題を質問したら先生も分か
らなかったとか、間違ったことを教えられた。
とか言う
話を聞きました。いくら建物やTVコマーシャルが立派
でも、
その大切な講師の人件費を安く抑えて広告費
に費やしている大手塾に良い講師が集まるとは思え
ません。小さい塾だからこそ少数精鋭の能力の高い
講師を揃えられるという利点を活かし永年運営して
きました。
PALの九大生講師の平均勤続年数は5〜6
年です。
外見の立派さよりも講師の立派さを重視する
方針をこれからも貫きます。
（塾長山本）

通塾生の在籍校（現在・過去）
：修猷館高・城南高
筑前高・玄洋高・西陵高・西南学院高・講倫館高
中村学園三陽高・筑紫女学園高・中村学園女子高
福岡舞鶴高・福大附若葉高・精華女子高校・壱岐丘中
壱岐中・金武中・内浜中・西南学院中・中村学園女子中
西陵中・壱岐小・壱岐南小・金武小・壱岐東小・他

パ

!!

☆今すぐお電話を☆

定員約50名
（先着順です）
お早めの
お申込をお待ちしております。

去年もお陰様で定員に達しました! お問合せ及び
体験学習のお申込は、
お電話又は御来塾下さい。

個別指導専門塾

PAL 進学教室
株式会社 ワイ・エイコーポレーション
http://www.kobetu-pal.com/

ホームページは「個別指導PAL、又は、PAL進学教室」
でも検索できます。
受付時間
月〜土 PM3：00〜PM10：00

［福岡校］福岡市西区野方1丁目17-26 アストビル2F
［京都校］八幡市男山松里16-7 現教ビル2F 3F

頑張る君に嬉しいお知らせ!

特待生制度!
（小中学生）

偏差値70以上

授業料無料!

通常授業の例（回数により異なります）月謝/週2回
（消費税込）
の場合

小学生低学年
（55分×8）
10,500円
小学生（80分×8）15,330円 中1・2生
（80分×8）
17,860円
中3生（120分×8）21,010円 高1生（80分×8）18,910円
高2生（80分×8）21,010円 高3生（80分×8）24,680円

入塾金：小学生8,000円
中高生10,000円
先生1人に対して生徒2人〜3人（※但し、高3生は
原則的に2人）回数、科目、時間帯など選択できます。

※別に、先生1人に対して完全に生徒2人のコースもあります。
お問い合わせ下さい。

部活生も大丈夫!

午後8時40分〜のコマもあります。
高

九大生講師募集! 待遇給

週1回からでも大丈夫です。
お電話下さい。
至202号線

※去年は2名の生徒が特待生でした。

壱岐団地
西鉄バス壱岐営業所

至西稜高校

西日本
シティ銀行
至橋本

美容室

偏差値67以上

授業料半額!

時間7：15〜10：00

至金武

西鉄バス壱岐営業所前 アストビル2F

