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成長をサポート

充実した自習 室

毎日 、オープンしている自習 室が あります。こ

カー が用 意さ れている ので 、重たい参考 書

こは 独立した自 習室な ので、静かな環 境で自

や問題集 を置 いて おくことがで きます。

学びを通じて子どもの

習を することができます。
受験学年の生徒には一人

成長 をサポートする学習 塾を実 現する

ひとりに 個人 ロッ

勉強は分かるようになればおもしろいものです。
「分からなかったことができた」という成功
体験 は子どもたちの学習意 欲を刺激 するだけでなく、困難 に立ち向かうという「生きる力」
も育みます。私たちは、お子さまの成 績アップのサポートを通じて、成功 体験 や自尊感 情を
育て、自ら学ぶ意欲 や姿 勢を大切 にし、人生を正面から受け止める力を伸 ばしたいと考えて
います。

少人数 ライブ
教室

授業 と自学

自習室風景

「骨太の学力 」

力量の ある講師と少人数の生徒 で授 業を行 い、生

その授業本来の姿に私た ちは徹底的に取 り組ん

徒が 自学を行 うことが学力 アップの秘 訣で す。そ

でいます。自学のため の自 習室の机 は、それぞ れ

のため 、私た ちは少人数（15名程度 ）のライブ授

がパ ーティションで仕切られており、すべての机に

業に こだわります。講師 は、目の前の生徒の理 解

ライトがつ いていま す。静かな環 境で、じっくりと

状況を把 握しながら授業を進 めていくものです。

自学ができるのも、Sアカデミーの特徴 です。

少人数の良さ
第1教室

生徒目線

ロッカー

2019年度 合格実 績

高校

大学

〈国 立〉

○お茶の水女子大学附属高校

〈私 立〉

○市川高校

〈公 立〉

○市立千葉高校

○國學院高校

○日大習志野

○市立稲毛高校

一人ひとりの成長が把握できる

講師との人間関係が深くなる

サポートしやすい

授業で講師と一体感が持てる

授業で生徒と一体感が持てる

○幕張総合高校

○千葉女子高校

○千葉西高校

合格体験記 「充実した日々！」
一橋大学商学部合格／男子・東邦大学東邦高校卒業／K君

〈医 学 部〉 ○東京女子医科大学 医学部

○東海大学 医学部医学科

〈私立大学〉 ○早稲田大学 文化構想学部・商学部・文学部・教育学部
○日本女子大学 人間社会学部

日本赤十字看護大学

質問がしやすい

○千葉日大一高など

〈国立大学〉 ○一橋大学 商学部

学部・商学部

講師目線

○日本大学 文理学部

○埼玉医科大学 医学部
○慶應義塾大学 文学部・経済学部

○フェリス女学院大学 国際交流学部
○東洋大学 経済学部

○明治大学 政経

○国立看護大学校

○東邦大学 理学部

松尾先生 から、主に難関大 学で出題されたレベルの応用問 題を扱っていただ きました。週に一度の授業に備 えて、予習
として難しい問題 をあらかじめ自分の力 で考えてくるようにしました。そして授業で解を出すための考 え方などをしっか

○

りと身につけ ていきました。解法暗記な どにとどまらず考え方までしっかりと理解していったことで文系最高峰の難 しさ

○拓殖大学 商学部

と言われる一橋大の数学 にも対応することができたと思います。河合塾の全統記述模 試では、数学で満 点を取ることも
できたのも、松尾先生の指導のおかげ です。ありがとうございました。

中学生
大学入 試を見 据え、特に英語 と数学に 力を 入れた授 業を
行なっています。たとえば、英語 では「高 1ショック」
という
ように、高校生に なると英文が長 くなり、単語が難 しくな
ります。
このショックを感じることがない ように、中学校の
時からしっかりと単語を覚 え、文法 を理 解し、長文 を読 み
込み 、英文を書き 、英語 を話していくことが大切 です。数
学も、高校での授業 がスムーズに理解 できるように、中学
数学を徹底的に学 んでいきます。

高校生
高校生を教える講師は
１．学問的誠 実さ（ウソや曖昧なことは教えない）
２．生徒の人間的な成長 を願い、対応する
という２つの条件 を満たしています。
生徒一人 ひとりが安心して授業を受けられる雰囲気の 中で学習
し、問題演 習を通じて定着する必要が あります。Ｓアカデミーの
講師は 、その雰囲気 を作り、わかりやすい授 業で、生徒の学習 意
欲を刺激していきます。

合格体験記 「頑張って良かった！」

合格体験記 「第一志望のために頑張った！」

お茶の水女子大学附属高校合格／女 子・千葉大学附属中学校卒業／T 島さん

クライストカレッジ（ニュージーランド）
合格／男子・千葉大附属中学卒業／H君

私は成績が伸び悩み、困っていたときに、知人の紹 介でＳアカデミーを知りました。中学２年後半 からの入 会でしたが、

海外留 学をしたいと思ったときに、適切な アドバイスを組田先生か らいただ きました。最初は 、なんとなく海外に 行き

授業の雰囲気に興 味を惹かれ ました。授業は少人 数で行わ れ、各教科の先生は分 かりやすい指導 をして下さいます。ま

たいという程度でしたが、面談 を通じて高校生 活を海 外で過ごすことの意義を考えることができました。英語の授業 が

た、質問に行け ばどの先生方 も親身に なって丁寧に解説 をして下さるので、理解をさらに深められました。学習環境 もよ

とても印象的で、文法だ けでなく、音読や英作文 など、英語の力がつい たと思います。ニュージーランドでの高校生活 は

く、
自習室には３年生用 の自習机が あったので、勉強がとて ﾙ りました。

始まったばかりでまだ英語に ついていけませんが、これからも立ち向かっていきたいと思います。

講 師へのこだわり

講師には、学力だけではなく生徒に対して愛情

教養と人間に対する愛情の両方を兼ね備えた

と、成長をサポートしたい思いを持つ人を採用

講師のみが教鞭を執っている。Sアカデミーは

しています。高い学力がなければ、｢鳥の目｣で

そんな講師がいる学習塾です。

生徒の学習指導をすることはできません。深い

組田 幸一郎

持田 哲郎

科 目 中学・高校／英語

科 目 高校／英語

千葉大学大学院教育学研究科修士課程英語教育専攻修了。千葉県立成田国際高校など、

獨協大学外国語学部英語学科卒業、早稲田大学大学院教育学研究科修士課程国語教

公立高校で20年間の勤務後、亡父の会社を継ぐために退職。その後、理想の教育塾を目

育専攻修了。
日本最大手予備校Ｓで10年以上トップ講師を務め、東大など最難関大学へ

指しSアカデミーを設立。偏差値45〜50の生徒を、55〜60に伸ばすことに定評がある。

多くの生徒を合格させた高い実績を持つ。阿部一英語総合研究所

（著書）高等学校教科書Sunshine（開隆堂出版、共編著）

特別研究員。

（著書）『アドバンストフェイバリット英和辞典』
（東京書籍、分担執筆）

『英語教師は楽しい。』
（ひつじ書房、共編著）

『実践コミュニケーション英文法』
（三修社、共著）

『高校入試

『良問でわかる高校英語』
（学研教育出版） 他

短文で覚える英単語1900』
（文英堂、単著）他

伊藤 敏

佐京 由悠

科 目 高校／世界史

科 目 高校／日本史

筑波大学卒、同大学院修士課程修了・博士後期課程満期退学都内を中心に予備校・塾・

本郷高校卒業、上智大学卒業。筑波大学大学院博士課程中退。学びエイド認定鉄人講

高校で世界史講師として活動。世界史の「理解」をモットーに暗記だけに頼らない授業

師。大手予備校では自分で作成したテキストで「歴史的思考力」を育む授業を行ってい

を展開。オリジナルの手法・教材を駆使した授業は、毎年の各担当クラスで、センター試

る。歴史を暗記科目として捉えるのではなく、歴史の流れを理解することで、未知の問題

験の平均80点以上をマークするなど結果を出し続ける。

にも対応できるようにしている。

佐藤 誉

松尾 圭

科 目 既卒・高校／現代文・古典

科 目 中学・高校／数学

東京学芸大学大学院中退。専門は認知心理学（文章理解の心理学）。予備校生時代に学

千葉大学工学部卒業、同大学院修了。千葉大学が行っている高校２年生から大学に入

ぶことの楽しさに目覚め、学問と予備校研究に没頭。現在も講師業の傍ら都内の大学で

学する「飛び級入学」日本第一号。私立高校入試から国公立２次対策まで全てに対応で

哲学と社会学を勉強中。確固とした「読解理論」
「
/ 解答理論」に基づく指導に定評がある。

きる。
ソフトな語り口と、わかりやすい授業は中高生全てに支持されている。

指導のモットーは「即時性」
「
/ 再現性」
「
/ 双方向性」
である。

磯貝 竜一

伊藤 正成

科 目 高校／英語・現代文

科 目 高校／古典

東京外国語大学卒業。大学在学時より都内私立高校の学内予備校や都内の塾にて高校

東京大学法学部卒業。鉄緑会で講師として２年以上の実績を持つ。鉄緑会では、生徒ア

生を対象とした集団指導を行い、卒業と同時に予備校2社にも出講。現在、中高一貫校

ンケートで常に上位１／４にランクし、担当しているクラスが塾内でトップの成績を取っ

に通う中3生から、浪人生に至るまでの各学年に指導を行うなど、その指導対象は幅広

たこともあり、指導力に定評がある。主要大学の入試問題にも精通しており、志望大学に

い。また指導方針としては、自身が2ヶ国語を理解できるようになった経験から、地道な

応じた指導が可能である。

道を進ませることを選んでいる。

海浜幕張駅
三井
アウトレット
幕張海浜公園

2番街

1番街

6番街
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〈海浜幕張教室〉
〈ベイタウン校〉千葉市美浜区打瀬 2丁目5番パティオス３番街１Ｆ

打瀬小
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花見川

