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あすなろ学院は
学習の楽しさを伝え
自ら進んで学ぶ姿勢を育てます。

あすなろ学院が育む

つの力3

入塾後に多くの保護者様が
お子様の変化を実感されています

確実に勉強に対する取り組みが変わってきました。嫌がらず

「もっと塾を増やして」と自分から言ってきます。

授業が分かりやすいと本人が話しています。教室へ通うように

なってすぐ、自宅での学習時間が増えたので、入塾してよかっ

たと思います。

帰宅後塾でのことを話してくれます。先生たちが気遣ってくだ

さっていると感じることが多く、とても有難く思っています。子ど

もが嫌がることなく通ってくれるかどうかが心配だったのに、

早く慣れてくれたのも先生たちのお声掛けやご配慮があった

からこそと思います。

学びに向かう力

勉強が嫌いな自分でも楽しんで

受けられる授業をしてくれました。

仙台第三高等学校 合格
泉中央教室 Sさん

お子様が興味を持って主体的に取り組める講座を豊富
にご用意しています。学習の意義や楽しさに気づき、自
ら進んで学ぼうとする姿勢が身につきます。

あすの力 UP 講座・あすの力 UP イベントなど

これまで以上に授業内容を厳選することで、授業時間
の適切化を図りました。お子様の体力的な負担を軽減
するだけではなく、自発的な学習に取り組むための気持
ちの余裕をつくります。

イベントを通して、多種多様な職業に触れる機会を得
ることができます。具体的な夢を思い描くお手伝い
と、実現のための進路指導を行います。

学ぶ力

夢を実現する力

授業は分かりやすく
面白くて、勉強が
好きになりました。

泉館山高等学校 合格
富谷大清水教室 Mさん

塾での勉強時間は

とても楽しかったです。

私は小学５年生から通い始め、あすなろ学院の多くの先生に教えても
らい、一高で楽しく過ごしています。授業では基礎の定着から応用ま
で行っているのに加え、課題や小さな質問まで詳しく解説してくれま
した。受験期には自分がほしい内容の問題をすぐにプリントで渡して
くれて、わかるまで解説してくれたのはとても感謝しています。これ
からは大学受験に向けてご指導宜しくお願いします！！

仙台第二高等学校 合格
大学病院前教室 Sさん

仙台第一高等学校 合格
多賀城駅前教室 Iさん

志望校合格だけではなく
人としての成長も
サポートしてもらいました。

仙台第三高等学校 合格
長町南教室 Yさん

集団指導 ASU-LIVE、映像授業 ASU-VISION など

親子オンラインキャリア共育講座など

「学ぶ楽しさ」は

「できる喜び」にかわる

お子様の志望校合格と
夢を叶えるお手伝いをします。

最新の合格実績と合格体験記を
あすなろ学院のウェブサイトで

ご覧いただけます。

トップ>合格実績

1.

2.

3.

部活動の後で、疲れて家でゆっくりしたいとたまに言ったりしま

すが、教室がいやだ等の話は子どもからは聞きませんし、先

生も話しやすいと言っています。

吉成校　中1保護者様

愛子中央校　中2保護者様

泉中央教室　中3保護者様多賀城駅前教室　中2保護者様
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あすの力

作文講座
書くのがどんどん好きになる！

速く正確に読み解く力を鍛える

独眼竜伊達政宗ふしぎ発見（仮称）

伊達政宗の足跡探索 松島ぶらり旅（仮称）

詳細はあすなろ学院ウェブサイトや
塾内報にてお知らせいたします。

令和3年宮城県ストップ温暖化賞大賞
とうほくSDGsアワード2022 奨励賞文達

ぶん たつ

身につく力、広がる可能性

講座アップ

日本の教育は今、入試改革や学習指導要
領の改定を通して、「読解力」「思考力」を重
視する方向へ変化しています。今後さらに求
められる「文章や資料を速く正確に読み解く
力」「物事を論理的に考え正解を導き出す
力」の育成にとって、週1回30分からできる
速読解講座がチカラとなります。

プログラミングの知識をただ覚えるのでは
なく、「モノづくり」をしながら学習を進めま
す。さまざまなゲームを作りながら理解を深
めると同時に発想力を養うこともできます。
トライアンドエラーを繰り返す中で、論理的
思考力と忍耐力を身につけていきます。

英語教育の改革によって、入試でも「文章
量や出題数が増加」「英語の力を総合的に
みる」といった傾向が見られ、リスニングの配
点も大きくなっています。単語学習、リーディ
ング・リスニング演習、スピードリーディング・ス
ピードリスニングのほかにもディクテーション
やシャドーイングで英語力を鍛えます。

「作文」と聞くと、形式やルールを守ることを思い浮かべが
ちですが、文章で自分の思いを表現するのはもっと自由で
楽しいことのはず。「なんだ、作文って難しくないな」から始
まって、「こう書いてみたらどうだろう？」というわくわくへ。
書き上げた作品を応募するのも少しドキドキわくわくする
体験です。この講座を通じて、「書くのが好き」という思い
を育てます。

楽しいワークショップを通じて、宮城県内の企業や団
体、行政が取り組んでいるさまざまなSDGs活動を
学びます。将来の働き方やこれからの時代に必要と
される生き方、持続可能な社会の実現に求められる
力を身につけていきます。

STEAM教育・グローバル教育・SDGsなどの観点
に基づいた、お子様の知的好奇心に働きかけるイ
ベントです。複数実施される各イベントの中から、お
好きなイベントを選んでご参加いただけます。

さまざまな職業の方にお話しいただくことで、お
子様が将来の夢を思い描くお手伝いをしま
す。就職されたきっかけや仕事内容、やりがい
などを幅広く知ることができます。

現役大学生の先輩たちのお話を通して、お子
様の進路選択のお手伝いをします。先輩たち
が進路への悩みや不安をどのように乗り越え
てきたのかを知ることができます。

令和4年度より小・中・高で必修化された金融教育。
生きるうえで切っても切り離せないお金の話を、ゲー
ムをしながら楽しく学びます。（定員：親子30組）

速く正確に読む・聴く力を鍛える

小2～小6

小2～小6

小2～小6 小5～中2

小1～小6 小1～小6 中1・中2

小3～小6

中1～中3

小4～小6
中1～中3

小4～小6

7/15（土）
ヒット商品で地域の景気をアップ
みんなで会社を作ってみよう

11/25（土）
株式の仕組みを知ろう
株主体験ゲーム

本イベントは「七十七銀行金融資料館（仙台市青葉区中央3丁目
七十七銀行本店ビル4F）」で開催します。

※イベントによって対象学年が異なります

※令和4年度に実施したイベント

※イベントによって費用が異なります
無料

春・夏・冬休み頃開催時期 開催時期

費用

無料

1回/偶数月
（木）19：00～19：30開催時期

費用 無料

1回/奇数月
（木）19：00～19：30開催時期

費用

費用

夏休み

無料～3,960円

中1～中3 高1～高3 英検®5級以上もしくは同等以上の英語レベルのお子様

作文の達人　坂本先生

現役

社会人
講話

現役

大学生
講話

あすの力
もっと知りたい、もっと楽しみたい！

イベントアップ

世界遺産学習から踏み出す
グローバル人材への第一歩
世界遺産を学ぶことで、世界共通の教
養を身につけます。世界のさまざまな国
や地域に興味を持つことが、グローバル
な視点を持つことにつながります。

教科の枠を超えた学習

世界遺産に登録された経緯や現在抱え
ている問題まで幅広く学習します。お子
様の「もっと深く知りたい」という気持ち
を育てる講座です。

【愛子中央校 小6 Sさん】受講生の声

受講生の声

体験生の声

【小3 Yさん】

【保護者様】

初めて体験したとき、体験の前よりとても速く読めるようになったの
で驚きました。冒険やステージ、アバターの着せ替えや対戦ができ
るのも楽しいです。

さいしょに「ばくだんゲームをするよ」と先生にいわれ、
びっくりしました。ゲームも楽しかったし、アンケートみたい
なのに答えたら、いつの間にか作文になってびっくりしま
した。作文ってかんたんだなと思いました。

【保護者様】
学年混在でしたが、アイスブレイクで盛り上がり、あっとい
う間に仲良くなりました。その後上級生が下級生をサポー
トしたり、子ども達同士で会話をしたりしながら、あっという
間に作文が書けたようです。その場で先生がみんなの作
文を読んでくれたのですが、本当に上手に書けていて、子
ども達もみんな自慢げでした。

読解速度が少しずつ上がっていくのが、楽しいようです。このまま
続けさせていったら大きな武器になるのではと期待しています。

【愛子中央校 小3 Sさん】

【保護者様】

自動でいろんな動きをさせられたり、ゲームを作れたりできて、とても
楽しいです。毎日やりたいです。

毎週塾に行くのをとても楽しみにしていて、帰ってくると「今日はこ
んなのを作った」と楽しそうに話してくれます。時間もあっという間に
過ぎ去るようで、集中力が身についたように感じます。

小学生・中学生・高校生＞あすの力 UP 講座 小学生・中学生＞あすの力 UPイベント

第1回

第2回

夏の学び
わくわくイベントゲームで学ぶお金の講座

SDGs
ワークショップミライ思考

ゆるっと進路・学び方共育
ユメミル木曜講座

ゆるっと進路・学び方共育
もう大学生

プログラミング講座 こども世界遺産講座

夏の親子オンラインクイズ大会

秋の親子日帰り共育ツアー

親子オンラインキャリア共育講座

学習指導要領の改定や大学入試制度の改革から広く知ら

れるようになった「新しい学力観」。あすなろ学院では、知識

や技能を土台とし、思考力や実践力で未来を切り拓く力を

「あすの力」と名付けました。「あすの力UP講座」では、社会

に出てからも活かせる一生モノのスキルを身につけます。

「あすの力UP講座」と同じねらいのもとで、遊びの要素を

多く取り入れたものが「あすの力UPイベント」です。お友だ

ちや先生たちと一緒に全力で楽しむことが、学びに向かう

力へとつながっていきます。
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パンセフロンティエル

算数

反転学習

高学年に向けた
ステップアップ
カリキュラム

小1

小2

小3

もっと
勉強したい！

オンライン双方向授業

算数が楽しくなる

専用アプリを使って、オンライン双方向授業に向

けた事前学習を行います。アプリには愉快なキャ

ラクターたちが登場し、楽しみながら学習習慣を

身につけることができます。

まずは、小学校より少し早く、少し深い教材で「数の感覚」を大切にするところから始めていきます。さらに、低学年では学ぶ機会の少ない図形
や思考・推理問題にも取り組んでいきます。低学年専門に開発された教材と教室の先生によるサポートで「自己効力感」を高めます。

算数が得意になる
2年生は「数の世界」が一気に広がる学年です。「なんとなくわかった」という状態から、「理解してできる」力にかえていくとともに、図形への感
覚、考える力の育成にも力を入れていきます。答えを出すだけではなく、考える過程に興味を持つことができるように指導していきます。

少し難しいことにわくわくできる
ゆるぎない自信を持って次のステップに進むための重要な学年です。公式に頼らない算数力を身につけ、難しい問題にも楽しみながら挑戦で
きる姿勢を養います。「新しいことを学ぶ」楽しさに気づき、柔軟な思考力をもって高学年へと進めるようにサポートします。

低学年指導のエキスパートが、楽しく元気に授業

を行います。事前学習で学んだこと、授業中にで

きたことをたくさん褒めてもらえることで、お子様は

どんどん次の授業が楽しみになっていきます。

×

小1～小3

ほめられてうれしい！

ご自
宅で
の受講もできます

授業が楽しいと、勉強も楽しい
ほめてもらえるっていいよね

教室でのめんどうみ＋教室でも・ご家庭でも リアルタイムオンライン授業

集団指導

算数・国語

集団指導

集団指導 速読解力講座

楽しみながら学ぶ力を育てます
で＋

国語・算数・英語
理科・社会

※理科・社会は小5・小6のみ

※小4は算数のみ

※集団指導ASU-LIVEには速読解力講座が無料で付帯します

【速読解力講座 受講生の声 愛子中央校 小6 Sさん】

【保護者様の声】

ASU-LIVE
アスライブ

教室でも自宅でも、映像授業が受け放題

小学生から高校生まで、安心して長く通える理由があります

小4～小6

小4～小6

教科

岩沼中央教室
仙台一高 3年生 Sさん 泉中央教室

仙台二高 2年生 Sさん

森山先生算数担当

楽しく学べたことは、しっかりと自分の知識になる

ものです。「もっと知りたい」「もっと観察したい」な

どの知的好奇心が「楽しく学ぶ」ための気持ちを

育ててくれます。お子様の知的好奇心を育むよう

な指導を心がけています。
学校ではできないことを塾で

もっと学校が明日が楽しくなる「授業が楽しいから

塾に行く」そう言って子どもたちが通ってくれること

を目指しています。これからを生きる子供たちにおス

スメの「速読力講座」で文章を速く正確に理解す

る力が楽しく身に付きます。

学研グループのトップ講師陣による映像授業を、
いつでも受講し放題。教室の先生に質問をした
り、学習スケジュールや学習方法についてアドバ
イスを受けることができます。

僕は小学4年生のときからあすなろに通っています。最

初は慣れない環境に不安もありましたが、教室の雰囲

気がとても良く先生方も優しいので、すぐに集中して勉

強できる最高の環境となりました。また、他の中学・高

校の友人もでき、あすなろに入ったことで人脈を広げる

ことができました。幸い、高校受験・大学受験もあすなろ

のおかげで楽しみながら、あまり苦にすることなく、最高

の結果で終えることができました。

私は小学生の頃にあすなろに通い始めてから今まで、

笑わずに教室を後にしたことはありませんでした。生徒

の心を鷲掴みにする面白い授業や、いつでも質問や相

談をしやすいアットホームな雰囲気は泉中央教室の大

きな魅力だと思います。また、先生方の基礎を重んじた

圧倒的にわかりやすい授業には、数えきれないほど救

われてきました。生徒一人ひとりに親身になってくれる

この最高の学び舎に出会えたことを、私は心から嬉しく

思います。

初めて体験したとき、体験の前
よりとても速く読めるようになっ
たので驚きました。冒険やステー
ジ、アバターの着せ替えや対戦
ができるのも楽しいです。

読解速度が少しずつ上がっていくのが、楽しいようです。
このまま続けさせていったら大きな武器になるのではと期
待しています。

仙台二華中・青陵中など、公立中高一貫校の合格を
目指すコースです。一人ひとりに作成する個別カリ
キュラムに沿って、学習を進めていきます。

算数・国語

※ご希望の方は、無料で英語を追加受講できます

算数・国語・理科・社会
適性検査対策（文系・理系）

公立中高一貫校
受験コース

小学生＞集団指導 ASU-LIVE小学生＞パンセフロンティエル算数・公立中高一貫校受験コース

授業でわくわくを届けたい「もっと勉強したい」と思える魔法の授業「もっと勉強したい」と思える魔法の授業

進め方が楽しい！

小4

小5

小6
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学ぶ楽しさ、できる喜び

集団指導
ASU-LIVE

アスライブ

中1～中3

定期テスト対策
定期テストから、すでに入試は始まっています！

模擬試験

実戦ゼミ 4～7月：数・英
8～2月：数・英・理・社 数・英・国・理・社入試直前特訓ゼミ

次の授業が待ちきれない！
あすなろ自慢の先生たちがやる気を引き出します

中3前期（～7月）まではASU-VISIONとのセット受講がおすすめです

放課後タイム 「明日の学力」診断

親子オンラインキャリア共育講座 三者面談

入試対策（講習会）

数学・英語・国語
理科・社会

※理科・社会は中3後期（8月以降）のみ

自立型個別映像授業ASU-VISION付き

ASU-LIVE（数・英・国）＋

数学・英語・国語・理科・社会

安心の5教科フルカバー

※理科・社会はセットで1講座扱い

教科教室でも自宅でも、映像授業が受け放題

-VISIONアスビジョン

インド3年、シンガポール2年の

海外滞在歴を生かし、最速最強の

英語・国語を指導します。

趣味は将棋と麻雀。

特技はバイオリンです。

国語が苦手な人も得意な人も、

楽しみながら文章に触れられるように

授業をしていきます！

英語・国語担当 哲生先生

数学・理科は計算ばかりに意識が

向きがちですが、実は違います！

「論理的に考える」を合言葉に、

一緒に立ち向かいましょう！

放課後タイムは、一人ひとりの学びに向かう力を育

てるために、授業後に設けられた自由度の高い時

間です。先生に質問したり、ASU-VISIONで学習

したりすることができます。理科の実験など、学習に

関連したイベントも定期的に開催します。

キャリア教育は学校教育でも取り入れられていま

すが、その内容を十分と感じていないお子様・保護

者様も少なからずいらっしゃるようです。本講座で

は、親子の対話も大切にしながら、夢や目標を実

現するために何をすべきなのかをじっくりと考えるお

手伝いをします。

宮城一筋40年以上のあすなろ学院の先生たちは中学校の定期テスト傾向を

常に分析し、指導に取り入れています。調査書点（評定）が重要な宮城県の公

立高校入試を勝ち抜くために精一杯サポートします。中学校ごとのテスト日程や

テスト範囲に合わせて、「ASU-VISION」で必要な対策をとることができます。

定期テスト対策
調査書点に関わる最後のテストまで、気を抜いてはいけません！

あすなろ学院が誇る、入試対策「伝家の宝刀」

全県規模のテストで、チカラ試し！

宮城一筋40年以上のあすなろ学院の先生たちは中学校の定期テスト傾向を

常に分析し、指導に取り入れています。調査書点（評定）が重要な宮城県の公

立高校入試を勝ち抜くために精一杯サポートします。中学校ごとのテスト日程や

テスト範囲に合わせて、「ASU-VISION」で必要な対策をとることができます。

毎週（土）に行われる、入試予想問題を使った入試対策講座です。入試予想問

題を入試同様の時間内に解くことで、入試さながらの緊張感を再現し、すぐに解

説授業を受けることで、入試本番に1点でも多く得点するための具体的で実用

的な解答テクニックを身につけることができます。

公立入試直前！最終調整の場

公立高校入試の直前期に行われる、入試予想問題を使った入試対策講

座です。実戦ゼミと同様の授業の流れで、国語も含めた5教科の問題演

習と解説授業を行います。実力を余すところなく発揮するための最終調整

を行い、お子様全員が胸を張って入試に臨めるように後押しします。

宮城県の中学生の70％以上が受験している「新みやぎ模試」を、毎号受

験します。学校内や塾内以上に、志望校に対する自分の位置を客観的に

測ることができます。結果が返却される際に担任の先生から学習アドバイ

スがあるので、復習の計画を的確に立てることができます。

春・夏・冬休みの講習会では、新みやぎ模試に向けて5教科の復習を行

い、偏差値アップを狙います。模試の結果から過去の単元に弱点が見つ

かっても、学年を遡って学習できる「ASU-VISION」でピンポイントに復習

できるのでご安心ください。

「明日の学力」診断は、これからの教育で重視され

る自ら学ぶ力や思考力・判断力・表現力を測り、どう

学べば伸びていくかを提示するものです。変化しつ

つある入試の出題形式に慣れ、思考力・判断力・表

現力を伸ばすきっかけとしてご活用ください。

お子様の塾での様子や学習の課題点、進路に関

する情報の意見交換を行います。率直な意見交換

を交えつつ、面談の場にいる全員が前向きな気持

ちになって、お子様の夢の実現に向けて協力してい

けるよう、指導のプロの視点からアドバイスを行いま

す。笑顔が溢れる面談で、お子様の自己肯定感を

高め、主体的に学びに向かう姿勢を育みます。

社会科は暗記科目だけど、

解き方のテクニックで点数って

かなり伸びるんです！

一緒に社会科を

得点源にしていきましょう！

数学・理科担当 森山先生

国語担当 大泉先生 社会担当 武井先生

てっせい

ASU
-VISION（理・社）アスビジョンASU

なかなか時間がとれない復習を、長期休みにまとめて！

中1
・
中2

中3

中学生＞集団指導 ASU-LIVE

学びに向かう力、学ぶ力を育てるポイント

学ぶ力を結果につなげる、充実の指導計画

一人ひとりを大切にする集団指導＋受講し放題映像授業
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夢が現実に変わっていく実感を

Math English

数学

集団指導 ASU-LIVE

受講者の声 大学病院前校 高1 Sさん

映像授業 ASU-VISION

アスライブ

アスビジョン

集団指導 ASU-LIVE 映像授業 ASU-VISION
アスライブ アスビジョン

英語

映像授業＋集団指導

数学・英語
国語・理科・社会

合格体験記

東京大学 文科二類
長崎大学 医学部医学科
東北大学 法学部/工学部

中央大学 法学部
立教大学 社会学部
法政大学 法学部

埼玉大学
新潟大学
秋田大学
山形大学
北海道教育大学

宮城教育大学
福島大学
福島県立医科大学
横浜市立大学
高崎経済大学

長野大学
宮城大学
青森公立大学
岩手県立大学
会津大学

明治学院大学
獨協大学
芝浦工業大学
二松学舎大学

神奈川大学
東京家政大学
東海大学
東北医科薬科大学

東北学院大学
東北福祉大学
宮城学院女子大学
他多数

ASU-WING
アスウイング

その他の講座の詳細は、『高校生 レギュラー講座ガイド』をご覧ください。

高1～高3

私は小学生の頃からあすなろ学院に通っていました。私の人生の半分はあすなろ学院が占

めていると言って過言ではないのですが、本当にこの学び舎と出会えてよかったと思います。

私が第一志望校に合格できた要因はあすなろ学院が誇る最強の教材「ASU-VISION」

の映像授業と最新の入試まで研究して組まれたLIVE授業（集団指導ASU-LIVE）のおか

げです。映像を見て、基礎知識や思考法をインプットし、添削課題で数学的に必要十分な答

案になるようにアウトプットの訓練をするという流れは体系的に数学を理解し、基礎を固める

のに最適でした。基礎＝カンタンではありません。むしろその逆です。私の友人でも基礎が盤

石でなかったために涙を飲んだ人が大勢います。ASU-VISIONの講座を受け、理解すること

が合格の必要条件となるのは間違いありません。英語のLIVE授業はもはや芸術です。高3

になり、いざ志望校の問題と相対したとき、西野先生が1・2年の頃から言ってきた文法や英

文解釈の教えがぴったりと問題と重なり、解きほぐされる様は、どのような漫画やドラマにも負

けない伏線回収っぷりでした。

このように痛快至極な授業と先生方の爆発するユーモアにより、笑わずに塾を後にする日

は少なかったです。あすなろ学院の先生方、本当にありがとうございました。

東北大学法学部法学科・中央大学法学部法律学科・法政大学法学部法律学科 合格

泉中央教室 Nさん

合
格
の
要
因
は

最
強
の
教
材
と
授
業

ASU-VISIONで学んだことを踏まえて問題演

習をします。様々な高校・地域の高校生が一堂

に会して、切磋琢磨し、互いに刺激を受けながら

学びます。また時期に合わせたアドバイスでモチ

ベーションを高めます。

速読聴英語講座を続けて良かったことは3つあります。1つ目は読むスピードが速くなったことでテストで余裕が持てるようになったことで

す。2つ目はシャドーイングの訓練をすることで発音が良くなったことです。3つ目は1.5倍速や2倍速で英語を聞くトレーニングをするため、

ネイティブの速い英語にも対応できるようになったことです。これからも速読聴トレーニングを続け、英語力の向上に努めたいです。

高校数学全分野の基礎を学べる、完全オリジナ

ルの映像授業サブスクリプションです。塾でも自

宅でも学校でも、いつでも取り組めます。高校の

授業の進度や、自分のペースに合わせた進め方

ができます。定期テスト・大学入学共通テスト・

二次試験まで、幅広くカバーします。

高1の12月までに文法の勉強を終わらせます。次

の1月からは英文解釈を行います。ASU-LIVEで

文法・英文解釈の講義を受けた後、演習問題を

解き、ASU-VISIONで解説動画を受講します。

高校の定期テスト対策も随時行います。

大学入試ではネイティブに近い速読聴力が必要で

あり、その対策が不可欠です。専用のアプリを使っ

て、ゲーム感覚で楽しく速読聴力を鍛えます。英会

話とは違ったアプローチで、速く・正確に「読む力」

「聴く力」を効率良く身につけることができます。

数学担当 紫竹先生紫竹先生 西野先生西野先生 哲生先生哲生先生英語担当

最新の合格実績と合格体験記を
あすなろ学院のウェブサイトでご覧いただけます。

トップ>合格実績

東京理科大学
國學院大学
成蹊大学

定期テストから大学入試まで、全ておまかせください

毎年、たくさんのあすなろ生が夢を掴み取っています

高校生＞映像授業＋集団指導 ASU-WING

国公立大学 36名 107名私立大学

2022年度2022年度 大学入試合格実績大学入試合格実績

澤田先生澤田先生

＋ ＋

09 10



数学（算数）・英語・国語
理科・社会
※理科・社会は小5以上対象

一番身近な学びサポーター

習熟度サポート

個別指導

受講生の声

先生より

解説と演習を交互に
対1 2

個別指導だからこそできる、学びのトータルサポート

その他、学習でお困りのことは何でもお気軽にご相談ください。

集中力サポート

つの

学ぶ力を育てる

3

1 1

個別指導オンライン

先生 人人に生徒

1 2先生 人人に生徒

マンツーマン

1 宿題サポート

個別指導

あすなろ学院の個別指導は、選べる2タイプ

小1～高3

多賀城駅前教室 高3 Hさん

オンラインマンツーマン個別指導責任者 桜沢先生

苦手教科の「勉強のしかた」がわからないと困ったことはありませんか？個別指導

では一人ひとりの個性を見極め、何を・どのくらい・どのように勉強すればよいかを

具体的にアドバイスして、学力を伸ばします。授業を担当する先生に加え、教科責

任者のバックアップもつき、チームでお子様をサポートします。知識は使うことでよ

り理解が深まり定着していきます。対話によって生徒が自ら考えることを促し、持つ

力を最大限に引き出して次のステップに進めるよう授業を行っています。

お子様に必要な学習内容を厳選した、個別カリ

キュラムに沿って学習を進めていきます。授業で

は、先生が作る「オリジナルメモ」とテストを活用す

ることで、お子様の理解度を丁寧に確かめながら

指導します。

指導形態に合わせた最適な授業時間を設計する

ことで、授業時間を余すことなく指導に充てられる

ようにしています。授業内のインプットとアウトプット

のバランスを良くすることは、授業外での学びに向

かう力を育てることにもつながります。

その日の授業で扱った問題の解き直しや、次回の

テストに向けた課題など、お子様に合わせた宿題

が出されます。ご自宅ではなかなか宿題が手につ

かないというお子様には、自習室を利用した宿題

実施を推奨しています。

1人のお子様に先生が解説をしている間、もう1人

のお子様には演習問題を解いていてもらいます。

これを交互に繰り返すことで、先生の話を聞く時

間と、自分の力で問題を解く時間のメリハリが生ま

れます。私は受験生で初めは自宅での自学自習を続けていまし

たが、それだけで自分の実力が上がるのか不安だったので

入塾し、個別指導を受けました。 指導を受けてからは、分か

らなかった問題が解けるようになったのはもちろん、新しい

解法プロセスを自分で見つける事ができ、難しい問題もそ

れなりに解けるようになりました。

理解出来なかった問題を自分で時間をかけて出すのもと

ても大切ですが、受験生は時間が少ないので、限られた時

間で有効的かつ自分が納得するまで教えてくれるのは個

別指導ならではだと思います。

オンラインマンツーマン個別指導では、2つの想いを持っ

て指導にあたっています。

１つ目は1対１の指導でお子様の「わかったつもり」「わか

らない」「何となくこれかな」のサインの状態を見逃さないこ

とにこだわっていることです。

２つ目は１日１日の授業や家庭学習の中で成功体験を

積み重ねていくことです。その成功体験が自信につながり、

また新たなチャレンジにつながるからです。

一人ひとりの状況に合わせた学習できっと成長できる

きっかけをつかめるはずです。また、自宅から受講する場合

は、保護者様の送迎のご負担もなく、ご家庭で一生懸命頑

張るお子様の姿を見ることができますよ。

自宅でも教室でも
オンラインでの個別指導なので、自宅で完全1対1

の個別指導を受けることができます。また、自宅の

通信環境に不安がある場合には、教室で受講す

ることもできます。部活動や習い事の予定、教室ま

での距離などを考えてお選びいただけます。

ずっと先生に見ていてもらえる安心
オンラインマンツーマン個別指導は、授業中に先生

がずっとお子様に寄り添えるというメリットがありま

す。もちろん、問題を解いている間も先生がお子様

を見守り続けます。どんなに小さなつまずきも見逃す

ことのない、きめ細やかな指導をお約束します。

オンライン自習室
自宅でオンライン状態にしながら、ほかのお子様と

一斉に自習ができるサービスです。授業以外にも

自宅で学習する時間を設けることで、お子様の学

習時間が増えたり毎日の学習を習慣化しやすくし

たりする効果があります。

演習中も常に気配り
問題を解いている間、お子様の手が止まってしまう

ことがあるかもしれません。いつでも2人同時に気

を配っている先生は、お子様のわずかなつまずきも

見逃しません。別の問題を取り組むように指示す

るなど、状況にあったサポートを心がけています。

1×2 個別指導 研修サポート担当 菅先生

2 3

サポート

大学入試対策

中学/高校 定期テスト対策

公立/私立 高校入試対策公立/私立 中高一貫校入試対策

各種検定対策（英検®など） 学年をまたいだ復習・先取り

個別指導11 12



学研スタディエグループの取り組み

学研スタディエ あすなろ学院は、教育活動を通じて

持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

学研・塾グループでは、講師として目指すべき姿を示す「講師憲章」を制定しています。

憲章を具現化するために、全ての講師を対象に「学研・塾講師検定」を行い、
常に講師力の向上を目指しています。

持続可能な開発のための教育（ESD）活動 地域社会・環境への貢献活動 社員の取り組みと受賞歴

送迎などの事情や健康面で通塾が困難な生徒、学び直しを希望する成人へも質の高い教育の機会を提供し、
また通塾型以外の学習指導ニーズに対応すべく、オンライン教室、通信教育型個別指導教室を展開します。

企業として、社員の健康にも配慮する施策と、男女の別なく
長く働ける職場（システム・制度）を提供します。

SDGs探究学習講座ゼロワン
太陽光発電システムを作ろう
木製品デザインコンテスト
広瀬川環境学習
気仙沼SDGs作文コンクール
郡山ブランド野菜を学ぶ体験学習
グローバル教養が身につくこども世界遺産講座
仙台七夕古紙でソーラーランプを作ろう
東松島住み続けられるまちアイデアコンテスト
東日本大震災被災地支援・防災教育
塩竈SDGs作文コンクール
国際認証材で作る木製品デザインコンテスト
南三陸杉間伐材でSDGsバッジを作ろう

学生ボランティア団体への支援・協力
ペットボトルキャップで途上国にワクチンを
子ども食堂マップの作成と掲示
地域清掃WALK
衣類バンク事業協力
在日困窮ベトナム人向け日用品パントリー
仙台市フードドライブ協力
新聞折込チラシ・コピー用紙・封筒に
FSC認証紙を使用

みやぎSDGsFarmへの通年参加
令和3年度宮城県ストップ温暖化賞大賞受賞
職員向け健康増進イベント学研WALK
さいたま市SDGs企業に認証
とうほくSDGsアワード2022奨励賞受賞

教育の現場で大量に消費される紙教材をWeb教材に置き換えます。
出張の効率化により自動車や飛行機から排出されるCO2削減に寄与します。

将来、教育分野でのグローバル化・ボーダレス化が進みどの国にいても格差のない教育が受けられるよう、
海外子会社のある国で、ローカルの子どもたちを対象に教育ビジネスを提供します。

これからの時代に求められる資質や能力を子ども達が自覚し、能動的に学び続けるきっかけづくりや何を理解しているか、何ができるか、理解して

いることやできることをどう使うか、どのように社会や世界と関わりより良い人生を送るかを学べる機会となると言われています。ESDを受けた子ど

も達からは、「就きたい職業や夢が持てた」、「学ぶ意義がみつけられた」等の反響があります。あすなろ学院では、地元みやぎの子ども達が、自分

たちの住む地域で行われている様々な活動を知ることで、SDGsをもっと身近に感じてもらえるよう、様々なイベントを今後も予定しております。

令和3年度宮城県ストップ温暖化賞 大賞受賞
とうほくSDGsアワード2022 奨励賞受賞

小学生対象
SDGsワークショップ ミライ思考
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