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テ ッ ク

スクールＦＣ 私国立中学受験専門コース
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夕ご飯をお夕ご飯をお家家
う ち

で食べる中学受験で食べる中学受験

週２日の通塾で週２日の通塾で

難関校に合格する難関校に合格する

中学受験の勉強は、年々厳しさを増しています。

長時間の通塾・大量の宿題・徹底した競争主義・親の細かいサポートが必要…。

このような学習環境は、もはや過当競争とまで言える状況です。

シグマＴＥＣＨは、「夕ご飯をお家で食べ、週２日の通塾で志望校に合格する」というシグマＴＥＣＨは、「夕ご飯をお家で食べ、週２日の通塾で志望校に合格する」という

新しい中学受験を提案します。新しい中学受験を提案します。

その実現のために、私たちは塾の仕組みを一から見直し、

今までになかったサービスを提供します。

例えば、実績のある講師陣による少人数の集団授業、ＩＣＴを駆使した１対１の個別指導、

好きという気持ちや好奇心を育むための探究・体験型授業などです。

シグマＴＥＣＨは、集団と個別・対面授業とオンライン授業のハイブリッド対応により、

中学受験での志望校の合格だけでなく、小学生時代の多様な経験中学受験での志望校の合格だけでなく、小学生時代の多様な経験

（小学生らしい生活やスポーツ・音楽などの習い事）も諦めません。（小学生らしい生活やスポーツ・音楽などの習い事）も諦めません。

その中で「中学受験してよかった」と笑顔で言える「幸せな受験」を実現します。

この受験を通じて、勉強がもっと好きになる子を育てます。
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勉強がもっと好きになる中学受験

全教科週 2 回で少人数の全教科週 2 回で少人数の

集団授業と自学指導タイム集団授業と自学指導タイム

名物講師による探究・体験型授業名物講師による探究・体験型授業

「日曜探究講座」「日曜探究講座」

ＩＣＴを活用してＩＣＴを活用して

自宅学習を個別サポート自宅学習を個別サポート

受験で習う知識を「実体験」を通じて学ぶ特別講座です。
講座によっては教室を飛び出し、実物に触れ、楽しみ
ながら探究していきます。また、お家の方も参加可能
な講座も豊富にご用意しています。

オンラインを活用し、毎回の宿題を添削指
導。子どものがんばりを認め、必要な改善
点を伝えます。

週の最初の授業で基礎を学び、２回目
の授業で応用問題を扱います。週２回
に分割し、その間に問題演習の時間を
確保します。

自宅で受講する個別指導。先生を独占して
個々に応じた質問や問題ができます。

平日 20時〜 21時の毎日、オンラインでの
自学室を開室。先生が見守る環境で宿題を
進めることができます。また、わからない
点を質問することもできます。

自学ができるようになるための演習タ
イムです。集団授業を担当した先生が
「わかった」で終わるのではなく、「で
きる」までサポートします。

■デジタルノートチェック

■全教科週 2回

■ 1対 1オンライン個別指導

■オンライン自学室

■自学指導タイム集団授業集団授業

日曜日曜
探究講座探究講座

ＩＣＴＩＣＴ
個別指導個別指導

「中学受験 2.0」
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進学後のことを見据えた進学後のことを見据えた

「幸せな受験」を「幸せな受験」を

週２日だから週２日だから

多様な小学生時代の経験と多様な小学生時代の経験と

併走できる併走できる

自学ができる子を育てる自学ができる子を育てる

長い人生の中で受験はゴールではなく通過点です。
受験をピークとせず ､さらに伸び続け ､その先でも
幸せになってほしいというのが親の願いのはずです。
だからこそ ､将来につながる
意味のある受験をしてほしいと思っています。
私たちはそれを ｢幸せな受験」と呼んでいます。
シグマＴＥＣＨは ､
｢幸せな受験」を全力で応援いたします。

小学生時代にしたい経験は、
中学受験だけではありません。
週２日の通塾のため、例えばその他の曜日に
スポーツや音楽などの習い事を続けることができます。
また、長期休みの期間には講習会だけでなく、
サマースクール（野外体験）に
５・６年生で参加している子も大勢います。

友達や先生とワイワイ話が盛り上がっている
にぎやかな教室から一転、勉強がスタートしたら
子どもたちがたちまち集中モードに入り
水を打ったような静けさになる。
そして鉛筆を動かす音だけが心地よく鳴り響く。
そんな環境を実現する自学室を備えています。
塾のない日も利用可能で、
通塾不要のオンライン自学室もあります。
家でなかなか勉強ができない子や
塾でバリバリがんばりたい子に対しても
それを支える仕組みがあります。
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小４から小６に特化した小４から小６に特化した

中学受験専門塾中学受験専門塾

少人数制クラス指導少人数制クラス指導

豊富な豊富な

オリジナル教材やテストオリジナル教材やテスト

好奇心を育てる好奇心を育てる

“本棚のある教室”“本棚のある教室”

シグマＴＥＣＨは小学４年生から６年生までの３学年、
中学受験コースのみの開講となります。
さらに、１クラスの人数は 20名前後です。
各ご家庭への細やかなサポートを実現するために、
少人数・受験学年に特化した形にしています。
また、習熟度によってクラス分けを行いますが、
どちらも同じ講師が授業を行います。

シグマＴＥＣＨは花まるグループの進学塾
スクールＦＣの一部門です。
そのため、教材はスクールＦＣと同じものを使用します。
例えば、語彙力を育むタンバリンやトライアングル、
思考力を鍛えるシグマなぞぺー・理社のカルタなどです。
子どもが夢中になるオリジナル教材が豊富にあります。

「教室でたくさんの本に触れられて嬉しい！」と
大好評の「教室図書館」です。
日曜探究講座の講師で honto ブック・キュレーターも
務める平沼が勧める本や、
探究講座や授業で紹介する様々な書籍を置いています。
定期的に入れ替えを行い、貸し出しも行っています。
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算 数

シグマＴＥＣＨ 集団授業の特徴シグマＴＥＣＨ 集団授業の特徴

16:50

18:00

18:05

19:15

20:00

17:35

18:50

算 数

国 語

理 科

社 会
自学指導タイム・

確認テスト
フィードバック

16:50

18:10

18:15

19:35帰宅
19:35帰宅

20:00

17:40

19:05

国 語

理 科

社 会

１回目
インプット中心

２回目
アウトプット中心

仲間と切磋琢磨して学ぶ集団授業は中学受験の軸です。ただし、小学生にとってあまりにも長い授業時間は、受け

身の学習姿勢につながりがちです。シグマＴＥＣＨでは、１教科 40 分前後の授業を各教科週２回行います。短い

時間、かつテンポ良い授業が子どもを飽きさせず、集中力を引きだしています。

また、１回目の授業後に問題演習を行うことで学習内容が定着した上で、応用問題にも進むことができます。基本

部分でのつまづきが見られる子には個別指導を行い、２回目の授業へと進むことができます。

集団授業集団授業
全教科週２回 + 自学指導タイム
全教科週２回 + 自学指導タイム

授業の前に自宅で取り組んだ解答をアプリを利用して提出してもらいます。
国語の講師は解答全てに目を通し、誤答分析をしてから授業を組み立てます。子ども
の正誤に合わせて適切な解説や個別フォローを授業で行います。

●国語国語

１回目の授業で単元の基礎を学び、その後宿題として問題演習に取り組みます。その
生徒のノートに対して、講師は「デジタルノートチェック」を行います。そこで理解
度を確認し、つまづきは丁寧にフォローします。さらに２回目の授業では応用に進み
ます。この２回目の宿題も「デジタルノートチェック」を行い、学習範囲がしっかり
と定着するようにサポートします。その上で毎週オンライン個別指導を受けます。ま
た、理科・社会を中心に、授業動画があり、学習をサポートします。

●算数・理科・社会＋授業動画算数・理科・社会＋授業動画

授業でインプットした知識は、問題演習などで手を動かして解くことで初めて自分の
ものとなります。そのような演習等のアウトプットも、授業担当講師がサポートしま
す。その中で、わからない箇所の質問に個別に応えていきます。自学ノートを利用し
た正しい学習法やノート法、集中できる学習姿勢も伝え、実践できるようにします。
また、確認テストの振り返りやフィードバックを全ての答案用紙を見ながら一人ひと
りに丁寧に行います。

●自学指導タイム自学指導タイム

フォロー
タイム

フォロー
タイム

※上記は４年生の場合です。

算国５０分
理社３０分

遅刻・欠席
フォローなど

〈全教科週２回〉

整える時間

整える時間
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意識改革意識改革

自学指導タイム自学指導タイム

自学ノート自学ノート

ノート法ノート法

｢ 自分と向き合う・乗り越える ｣  ｢ やるべきことはやる ｣ という意識 ｡ これが ｢ 当事者意識・主体性 ｣ です ｡   これは ｢『自
分の勉強』だからやろう！ ｣ と思えたとき ､ 本当の意味での ｢ 自学 ｣ に向かうことができるのです ｡  子ども自身が勉強する
意味を考え、主体的に過ごせるようにさまざまな学びの場を用意しています。

机を整理整頓、体は背もたれを使わずしゃんと座る。机と体を整える。
まず自学ノートで計画を立てる。そして、タイマーで時間をはかりながら学ぶ。最後に振り返る。
手をあげて質問する子、困っているのに手をあげられない子の側に講師がサッと行き、個別 
指導する。

毎週の集団授業と各講習会の授業後に、自学指導タイムをしっかりとります。授業でイン
プットした内容を、自分で手を動かして解くというアウトプットまで行います。「わかった」
内容が「できる」ようになるまで指導します。同時に自学できる集中力を育てます。

「学んだ知識を積み上げ ､ 網羅するための手法とサイクルを身につけ
る」ためのツールが「自学ノート」です。自分で計画（plan）を立て ､  
実行（do）し ､ 修正（check）をかけながら ､ 改善（action）をして
いく PDCA サイクルを実践できるようにノート法を徹底的に指導しま
す ｡ その結果 ､ 受験後も身につけた学習法を武器に ､ さらなる高い目
標に向かって伸び続けていきます ｡  

勉強を通じて自分を磨き、勉強を通じて自分を磨き、

将来自立して「メシが食える」子を育てる将来自立して「メシが食える」子を育てる

自学ができる子を育てる自学ができる子を育てる

「デジタルノートチェック」と「自学指導タイム」を通じてノー
ト法を伝授します。例えば、漢字の「とめ・はね・はらい」や、
書いた本人も読めない数字による計算ミスなど、親を悩ませる
子どもの字についても細かく指導します。さらに、理社で学ん
だ知識を整理し、まとめることによって定着を図る「まとめノー
ト」、国語のミスを分析し正しい解答を作る「青コメノート」、
自分のできなかった問題に向き合い自分のものとする「QA ノー
ト」「復習ノート」などなど、様々なノート法も伝えます。

ポ はその授業のポイントです。
「まわりをかこむ線」は

赤で書きます（定規は使いません）

問題と問題の間は
1 行あけます

筆算は式の右側に書いて
L 字に囲みます

（「コラム化」と言います）確認問題は平仮名の
か にします

日付・ページ番号を
書きます

テストごとの

振り返り面談

各講習会前の

勉強法講座

私学展への引率
自分の進路を

自分で考えるために
卒業生からアドバイスを

もらい憧れを抱く

「ようこそ先輩」
自分の精一杯に

挑戦する

６年生勉強合宿
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オンライン集団授業オンライン集団授業

ＩＣＴによる学習のサポートで、ＩＣＴによる学習のサポートで、

少ない通塾回数を実現少ない通塾回数を実現

遠隔授業システムを使って、週１回個別指導を自宅で受講します（ご家庭
のご希望をお伺いして授業時間を決定します）。マンツーマンで先生を独
り占めできる贅沢な時間です。
例えば、授業でわからなかった箇所はもちろんのこと、基礎部分の復習や、
逆に、得意分野は先取り学習を行うことも可能です。そして、１対１だか
らこその学習アドバイスも行います。毎週の１対１でのコミニュケーショ
ンが子どもの安心とやる気につながります。

Zoom を使っての双方向のライブ授業です。例えば、国語の読解を強
化したい子向けの「読解強化ゼミ」（５年国語）、また「速さの攻略　
入試対策ゼミ」（６年算数）などがあります。頻出単元や入試対策を特
別講座でサポートしていきます。なお、遠隔授業システムでは全員の
顔の表情に加えて、手書き入力デバイスに対応し、先生や子どもの書
いた文字や図形をそのまま共有できます。

自宅でＩＣＴ個別指導自宅でＩＣＴ個別指導

「通塾時間は短く、個別対応はどこよりもきめ細やかに。」そう

した学習環境の中で、子どもがしっかりと達成感を味わい、受

験のプロセスの中で自己肯定感を高めながら成長する。同時に

お家の方には「わが子をしっかり見てもらっている」という安

心感をお届けする。そんな温かみのある受験をシグマＴＥＣＨ

は実現します。

１対１で向き合う１対１で向き合う

手元カメラで
解法も指導
していきます

ＩＣＴ個別指導ＩＣＴ個別指導
授業を聞く以上に大切なのは、授業で学んだことを自分の力でできるようにすることです。そのために必要な

演習を宿題として与えて、子どもや家庭の努力に多くを任せているのが中学受験の現状です。そこに対して、

シグマＴＥＣＨはＩＣＴを駆使して、一人ひとりの宿題や理解度に寄り添いながら、日々の学習をサポートし

ていきます。

通塾時間以外も親子をサポート
通塾時間以外も親子をサポート

※ ５年生以降

※ 追加講座として週１回より多く選択いただくことも可能です。そのため、塾とは別に家庭教師
を探すなどの「ダブルスクール」は必要ありません。

※選択講座

ハイタッチ！
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〇〇さんが 10月 23日（火）
12:45、シグマＴＥＣＨお
茶の水校に入室しました

「正しい学習習慣」と「効果的な学習法」を身につける「正しい学習習慣」と「効果的な学習法」を身につける

講師が学習の理解度をノートから把握し、改善点を伝える
ことはもちろんですが、それ以上に大切なことは、子ども
ががんばったことや成長した点を見逃さずに認め続けるこ
とです。子どもは週の１回目の授業で単元の基礎を学び、
その後宿題として問題演習に取り組みます。その生徒の
ノートに対して、講師は「デジタルノートチェック」を行
います。そこで理解度を確認し、つまづきは丁寧にフォロー
します。さらに週の２回目の授業では応用に進みます。こ
の２回目の宿題も「デジタルノートチェック」を行い、学
習範囲がしっかりと定着するようにサポートします。

リアルタイムで情報をお届け！リアルタイムで情報をお届け！

LINE ＆アプリに通知LINE ＆アプリに通知
日々のやりとりはもちろんのこと、休校連絡など緊急性の
高いお知らせに関しても、リアルタイムでお知らせいたし
ます。コミルを使えば、今まで一般的に使われていた郵送
やメールでのお知らせに比べ、確実かつ即時に情報をお届
けすることができます。

Comiru（コミル）は、お子さまにとって最良の教育を実現で
きるようにと考えられた、シグマＴＥＣＨとお家の方との協働
を支えるツールです。

デジタルノートチェックデジタルノートチェック

お家の方とのコミュニケーションお家の方とのコミュニケーション

線分図をただ書くだけでなく、授業
で伝えた割合と実際の数を上下に使
い分けて書けていますね！

宿題が終わったら、
解いたノートの写真を撮り、
コミルに送ります

漢字のトメハネのチェック、
解き方や学習法などの改善点を伝え、
同時にがんばりを認めます

各教科の講師が
デジタル添削をして
返信します

の導入の導入●塾専用アプリ塾専用アプリ

指導報告書 お知らせ 入退室通知

お知らせ
【シグマＴＥＣＨ】

シグマＴＥＣＨから〇〇
さんへ、夏期講習のお
知らせを受信しました

もっと読みませんか？

シグマＴＥＣＨ

シグマ TECH

お知らせ
【シグマ TECH】

シ グ マ TECH か ら 〇 〇 さ ん へ、
夏期講習のお知らせを受信しま
した

もっと読みませんか？

自分のスマホに連絡が直接届くので確認しやすい！

子どもが先生からのおたよりをなくす心配がなくなった！

遅刻や欠席を電話以外でも連絡できる！

授業で扱った内容と宿題がわかって安心！

先生へのメッセージを時間を気にせず送信できる！  

４教科それぞれの先生に直接質問をすることができる！

LINE に連動
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日曜探究講座日曜探究講座
ワクワクする経験を通してその教科への「愛」と、本当に好きという気持ちや好奇心を育みたい。例えば、史

跡を実際に見に行く。名作とされていてもなかなか手に取れなかった作品に触れ、読書の世界を広げる。実験

を通して、目の前で不思議を感じる。一つの問題にたっぷりと時間をかけて試行錯誤する。このような時間を

特別講座として月に数回設けます。（参加は自由です）

狩野 崇　

実物に触れ、知識と現実をつなぐことで実物に触れ、知識と現実をつなぐことで

一生モノの「学び」を一生モノの「学び」を

●社会講座のねらい社会講座のねらい

●ある日の探究講座「開国の町・横浜 歴史巡りの旅」ある日の探究講座「開国の町・横浜 歴史巡りの旅」

花まるグループ進学塾部門スクールＦＣで社会、国語、合科授業などを担当。
豊富な知識と、独自の視点で展開する授業が評判で、授業以外にも座学とフィールドワー
クを融合したユニークな講座を次々に展開している。
大人向けの教養講座や、親子向け講座（「お城を学ぶ 城下町で学ぶ」「親子で学ぼう！中東・
イスラーム」「武士の都・鎌倉 歴史めぐりの旅」など）、多数開催。

学び、歩き、観察して、全身で『社会』のダイナミズムを感じてほしい。
机の上だけで閉じてしまう「お勉強」ではなく、「勉強したことは、日常の
生活や光景と直接つながっているんだ！」と実感してもらうための、本質的
な意味での「学び」の時間がこの講座です。教科書で勉強した内容を自分の
目と足で確かめるために教室を飛び出し、訪れて実物に出会います。

花まる式交流ゲーム
を実施。子ども同士
の仲を深めます。 

「見る」ためにはそのた
めの知識を「知る」こと
が必要です。パワーポイ
ントを使った授業でまず
しっかり学びます。

今日の「学び」をまとめ、意見
交換することで、より深く探究
し、定着をはかります。

関所があった「関内」
で横浜開港当時の地
図と現在を比べます。 
子どもが熱心に写真
を撮っています。

実物を前に狩野先生
からの講義が随所で
行われます。

9:30 9:40 11:30 12:05 15:15 15:25 16:00

中学受験の自由研究中学受験の自由研究

社社会会

担当講師のご紹介担当講師のご紹介

kanou Takashi

アイスブレイク お茶の水校に到着 解散

振り返り授業開始 横浜へ

昼食 横浜開港資料館へ

「武蔵国の華 国分寺を歩く」「江戸東京歴史巡り① －学問が時代をつくり、学問が時代を変えた！－」
「江戸を潤す水の道 －大江戸水道物語－」「第五福竜丸事件を考える －原子力、核、そして世界－」など

その他の実施講座
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過去に受講したご家庭からは、「子どもの教科に対する興味、関心が広がり社会や理科が好きになった！」「実

際に見たから覚えやすくなった！」という声をたくさんいただいています。

日曜探究講座はお家の方にもご参加いただける講座が豊富にございます。「子どもが学びで輝いている表情」や

「わが子がどんな先生から、何を学んでいるのか」などを知っていただく場として最適です。中学受験をきっか

けに、大人も楽しみながら学び直す機会になる、そんな親子の学習サロンとなる講座です。

算数講座「思考する算数」算数講座「思考する算数」
算数の楽しさは「思考する過程」にあります。さらに言うならば、過程の中でも「このあ
と、こうやってこうすれば…あっ！答えが出そうだ！！」という瞬間に一気にドーパミン
が放出されます。そこで、解答を出す過程を楽しめる教材を模索し作り上げたのが「思考
する算数」です。個人的に、あるいはグループで思考を巡らせて楽しい発見をしましょう。

算算数数
田口 賢司
大手進学塾での中学受験から大学受験までの指導経験、また中学受験専門個人指導教室での経験
を持つ。「賢い塾の使い方」元主任相談員。開成、麻布、桜蔭、女子学院などの難関校から人気の
高い中堅校まで幅広く多数の教え子を合格に導く。子どもが伸びるための深い洞察と温かい語り
口から保護者に絶大な信頼を受ける。一貫して重視してきた子どもの力を認め、信じる理念から、
2019 年よりシグマＴＥＣＨの創設メンバーとして参画。

Taguchi Kenzi

理科講座「動物の進化合戦 理科講座「動物の進化合戦 ～君たちは生き残れるか～～君たちは生き残れるか～」」
普段の生活のいたるところに理科はひそんでいます。その見つけ方、驚き方、楽しみ方を
お伝えします。例えば、「動物の進化合戦～君たちは生き残れるか～」では、「形」をキー
ワードに、動物たちが種の存続のために行ってきた進化の道をたどります。その日の午後
に訪れる上野動物園で生きている動物たちの現実を知るとともに、専門家たちが積み重ね
てきた知識にも直に触れていきます。

理理科科
川幡 智佳
花まるグループ進学塾部門スクールＦＣで、理科や算数などを担当。
授業では身近な理科を楽しんでもらおうと、校舎の近くで見つけた生き物や、趣味で集めた化石
などを持ち込むことも。通常授業以外にも、動物園でのフィールドワークも含めた「動物の進化
合戦」などの講座も実施。著書『どこがおなじでどこがちがうの？カワハタ先生の動物の不思議』

（実務教育出版、2018 年）

Kawahata Chika

哲哲学学 特別講座「世の中ルールブック リアル版」特別講座「世の中ルールブック リアル版」

花まるグループ代表 高濱正伸の特別講座も！

国語講座「小学生版 旅する読書 国語講座「小学生版 旅する読書 ―自分だけの『物語』を――自分だけの『物語』を―」」
私たちは普段の生活の中で、自分なりの視点で身の周りの世界を見ています。その積み重
ねが、すなわち「自分だけの物語」を作って生きていくことにつながります。さまざまな本
を通して、自分の視点で物事を見ること、自分が物語ることの楽しさを味わってもらいます。国国語語
平沼 純
花まるグループの進学塾部門スクールＦＣで、国語、合科授業、公立一貫コースを担当。多数の受
験生を合格へ導くとともに、豊かな物語世界の楽しさ、奥深さを味わえる授業を展開し続けている。
欧米の「リーディング・ワークショップ」、「ライティング・ワークショップ」の手法を取り入れた
国語授業は、好評を博している。著書 『子どもを本好きにする 10 の秘訣』（実務教育出版、2016 年）

「honto」ブックツリー https://honto.jp/booktree_10700364.html

Hiranuma Jun

親子で学び楽しむ場にも親子で学び楽しむ場にも

その他の講座

※講座名、担当講師等は変更になる場合があります。　※花まる学習会代表の高濱正伸や外部講師による特別講座などは、　別途受講料をいただく場合があります。

算数講座「算数オリンピックに挑戦！」　理科実験講座「『危険』の本質を知る」　理科生物講座「漂流物から臨む世界」
国語講座「落語から学ぶ国語の表現」　勉強法講座「 『東京都私立学校展』へ 」など
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シグマＴＥＣＨの一週間シグマＴＥＣＨの一週間

その他の講座その他の講座

各学年の授業スケジュール各学年の授業スケジュール

集団と個別のハイブリッド指導集団と個別のハイブリッド指導

難関校の合格と、夕ご飯をお家で食べることや週２日の通塾の両立を

実現する。それが私たちの使命です。

そのために集団のダイナミズムを最大限活かしながら、同時にこの時

代だからこそできるＩＣＴ技術をフルに駆使して、今までにない個別

指導を実現しました。

様々な小学校時代の経験と併走できる彩り豊かな受験、一律ではなく

個性も持った受験を、全力でサポートいたします。

SunSun TueTue ThuThuMonMon WedWed FriFri SatSat

●５年生のスケジュールの例５年生のスケジュールの例

算 理国 社

＋算 理国 社 自学タイム 80 分

水曜日 日曜日 土曜日 
集団授業
16:50 ～ 19:35

日曜探究講座
集団授業 13:30 ～ 18:00

算 理国 社 哲

算

国

理 社

計算・演習

教科書音読→演習

記述答案の作り直し、 
水曜日の読解問題を解く

日・月曜日 
一人ひとりに
カスタマイズした個別宿題

デジタル
ノートチェック

木・金曜日 

国

理 社

算 計算・演習

教科書音読→演習

記述答案の作り直し、
水曜日の読解問題を解く

月数回開催

※参加は自由です

オンライン個別指導の追加（全教科対応）※オプションです。 
ご都合の良い日時にオンライン個別指導を追加していただくことができます。

集団ＷＥＢ授業の追加　例えば国語の読解強化ゼミなど

月例テスト　※月１回 日曜午前中に毎月実施します。　※５年生と６年生前期が対象です。 
テストを受けっぱなしにはせず、「やり直しゼミ」で質問点をクリアにしてから帰ります。

各種講習会　春・夏・冬の各期に行われます。またその授業後に自学タイムをしっかりとります。

火曜日 
デジタル
ノートチェック

オンライン個別指導 40 分
※授業のない日で、ご家庭の都合
　にあった日時で実施
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志望校合格に向けて、着実にステップアップ志望校合格に向けて、着実にステップアップ

「勉強って楽しいな」という気持ちを育み、正しい学習法と勉強法を身につける。

受験勉強の本格化。高度な内容を、豊富な個別指導で乗り越える。

第一志望合格に向けて、一人ひとりの志望校対策を全面バックアップ！

毎週火・金曜日　16:50 ～ 19:35

毎週水・土曜日　水 16:50 ～ 19:35 ／土 13:30 ～ 18:00

毎週火・土曜日　火 16:50 ～ 19:35 ／土 13:30 ～ 19:00

毎週水・土曜日　水 16:50 ～ 19:35 ／土 13:30 ～ 19:00

■トッププロ講師 １対１入試対策ゼミ（選択講座）
　１コマ 60 分（４教科対応）
■最難関中突破 日曜シグマゼミ（選択講座）
　9:30 ～ 19:00（全 10 回）

■最難関中突破 日曜シグマ特訓（選択講座） 
　14:00 ～ 19:00（月２回）

小４小４

小５小５

小６小６

＋算 理国 社 自学タイム 20 分

＋ ＋

＋

＋

算 理国 社 自学タイム 80 分 オンライン個別 40 分

オンライン個別 60 分

オンライン個別 60 分

＋算 理国 社 自学タイム 130 分

＋算 理国 社 自学タイム 130 分

後期後期

前期前期

●トッププロ講師 1 対 1 入試対策ゼミトッププロ講師 1 対 1 入試対策ゼミ

●最難関中突破 日曜シグマゼミ最難関中突破 日曜シグマゼミ

※６年生９月から／選択講座

※６年生９月から／選択講座

中学入試の問題は、学校ごとに出題傾向が大きく異なります。その志望校の入試
で力を発揮するためには、出題傾向を知り、自分の課題を知ること、つまり「敵
を知り、己を知る」ことが大切です。入試直前期の入試対策ゼミは、最難関校の
受験を知り尽くしたトッププロ講師が、完全１対１のマンツーマンで全教科を指
導します。算国理社全てにおいて個別カリキュラムを組み、第一志望校の合格を
支えます。さらに第一志望校の対策だけではなく、第二・三志望校の過去問対策
も含めてお子さまの受験を総力を挙げてバックアップいたします。もちろん志望
校や弱点に応じた日々の家庭学習のアドバイスも行います。

最終的に志望校合格を勝ち取る力は、「本番で合格点を取る実戦力」です。
「シグマコース・入試対策ゼミ（シグマゼミ）」は、「演習」「解説」「復習」を通じて実戦力を鍛えることに特化した講座です。

午前中に緊張感ある環境の中で過去問・実戦問題を演習し、午後の授業にて解説とクラス別の対策問題・予想問題を行い
ます。「学校別対策クラス」では、最難関校（開成・麻布・駒場東邦・武蔵・桜蔭・女子学院・雙葉・豊島岡）に照準を合
わせて、各学校の過去問解説と傾向対策を徹底して行います。
同じ志望校を目指す仲間との健全な競い合いの中で切磋琢磨しながら、一人ひとりに合った細かい指導も受けられるとい
う少数精鋭ゼミです。
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ＦＡＱＦＡＱ お家の方の声お家の方の声

「学習サポートも整っており、習い事との両立も図ることができます」「学習サポートも整っており、習い事との両立も図ることができます」

K・F くんのお母さん

シグマＴＥＣＨを選んで、子どもは長時間塾に居なくても授業に集中して取り組むことができるよう

になりました。帰宅後は家族で過ごす時間もあり、塾のない日は復習や宿題を進める時間として使い、

子どもの気持ちに余裕がうまれてきたように思えます。欠席した場合やわからないところがある時も、

授業後や自学学習中に手厚く教えてもらうことができます。個別指導では、パソコンを通して先生と

対面しながらの授業で、自分のわからないところを確認でき、自分のペースで学ぶことで理解が深ま

ります。更に LINE（comiru）を使った宿題チェック、学習サポートも整っており、習い事と勉強の両

立も図ることができます。経験豊富な先生が、子どもの性格に合った指導をされることで、短時間で

最大限の学習効果を上げることができるところが、シグマＴＥＣＨの利点だと思います。

子どもの勉強意欲を高める探究授業にも参加することで、実物に触れる機会も体験でき、学ぶことの

楽しさや自主的に学ぶ力が育ち、将来に役立つ考える力が伸ばせると考えます。

LINE（comiru）は宿題などのやり取りをするだけでなく、先生と家庭との情報共有の場でもあり効果

的な活用をすることで、子どもの変化や相談等に親身に対応してもらえることで安心できます。先生

が熱心で温かく、子どもが笑顔で楽しそうに通っている姿を見ると、シグマＴＥＣＨに通わせて良かっ

たと思います。

入塾までの流れを教えてください。入塾までの流れを教えてください。

Ａ .  秋に翌年の生徒募集を行う説明会を開催します。その説明会のチラシやＨＰから日程を選び、お申し込みください。
なお、定員に空きがある場合は、年度途中の９月頃にその年の追加募集の説明会を行います。

Ｑ

入塾テストはありますか？入塾テストはありますか？

Ａ . ございます。スクールＦＣの最難関クラスシグマコースと同じカリキュラムで進みますので、そのカリキュラムが適した
お子さまを受け入れるためです。テストに不合格の場合でも、スクールＦＣへの入塾およびスクールＦＣシグマ選抜テストを
ご受験いただけます。また、半年に１度実施される追加募集を再度受験いただくこともできます。※定員に空きがある場合のみ

Ｑ

授業開始時間に間に合わないときがあります。授業開始時間に間に合わないときがあります。

Ａ . 授業後にフォロータイムを設けており、そこでサポートいたします。遅刻・欠席した場合のフォローはそこで受ける
ことができます。

Ｑ

４教科ですとテキストが重くならないか心配です。４教科ですとテキストが重くならないか心配です。

Ａ . 国語や算数のテキストは塾で貸し出し、荷物の負担を減らします。

Ｑ

途中でスクールＦＣの他のコースへ変更できますか？途中でスクールＦＣの他のコースへ変更できますか？

Ａ . 可能です。授業時間をしっかり取って学ぶスクールＦＣの受験コースが適していると思われるときは、年度途中でも
コースをご変更いただけます。公立一貫受検コースへの変更も可能です。

Ｑ

入塾するにあたり、事前に準備するものはありますか？入塾するにあたり、事前に準備するものはありますか？

Ａ . オンライン Zoom 授業用の PC と問題演習に使うためのタブレット（iPad・Windows・Chromebook）・タブレット
スタンドのご用意をお願いしています。

Ｑ
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「先生とアプリでいつでも相談ができることも心強いです」「先生とアプリでいつでも相談ができることも心強いです」
R・E さんのお母さん

娘の中学受験を考えるにあたり、学習の進め方はとても悩みました。というのも、私自身、学生時代

に大手塾でのバイト経験があるためか、競争を煽って学習させたり、一律に膨大な課題を与える現在

のシステムには違和感があったからです。また幼少期から計算教室→大手塾→有名大学受験塾に行く

のが鉄板コースという話もよく聞きますが、それにも強い違和感がありました。子どもの個性を見ず

に一律のルートに乗せさえすれば安心（無難）という考え方が嫌でしたし、未来ばかり見て、今の楽

しさはどこに行くのだろうか…とずっと思ってきました。そのため、青い鳥を探すかの如く、様々な

手段や塾を検討しましたが、シグマＴＥＣＨの理念を聞いた時に「遂に出会えた！」と興奮したこと

を覚えています。実際に授業では仲間から刺激を受け、個別指導では苦手を克服し、探究講座では、

実物で学ぶ時間を楽しんでいます。まさに競争ではなく学びの楽しさ（もちろん時々苦しさもありま

す）主体の中学受験を体現できており、このような画期的な仕組みのおかげで、ギリギリの成績で入っ

た娘が早い段階で月例テストで好成績を取ることもできました。先生とはアプリでいつでも相談がで

きることも心強く、以前「不安は塾に投げ込み、喜びはご家庭で共有する、それが上手な塾の使い方」

とアドバイスいただいた言葉は今も強く心に響いています。本人も「授業に集中できるし、仲間と励

ましあえて本当に楽しい」といつも言っており、そうやって今を大いに楽しんでくれていることに大

変満足しています。

「目を輝かせて通っている息子をみて、“通わせてよかった”と思います」「目を輝かせて通っている息子をみて、“通わせてよかった”と思います」

K・K くんのお母さん

「週２回の通塾で大丈夫だろうか」先生方にシグマＴＥＣＨを勧められたときに私が最初に抱いた不安

でした。勉強量が増えればそれだけ時間もかけなくてはならない、長時間塾で勉強する必要があると

思い込んでいたからでした。しかし、息子に合っているものを選択するべきだと思い、シグマＴＥＣ

Ｈに通わせることに決めました。いつも目を輝かせて通っている息子をみていると、今は通わせてよ

かったと思っています。その理由は３つあります。

１つは「家で夕食を食べられること」です。授業終了時刻が 19 時台で 20 時台には帰宅できます。家

族一緒に温かいご飯を食べられることは成長期の子どもには大切なことと思います。

２つ目は「オンライン授業が充実していること」です。1 時間弱の間、先生を独占して勉強できます。

子どもの理解に合わせて教材を選んで授業をしていただいていて、息子はまるで「部活動」のように

楽しく授業を受けています。

３つ目は「日曜探究講座が魅力的であること」です。先生方の特別授業と実地演習の組み合わせが絶

妙なのです。机上の学習だけでなく実際に体験して学ぶということは、受験のためだけの勉強ではな

く「将来の糧」になる学びだと思います。「学ぶことは楽しい！」と知っている先生とクラス皆で身体

を動かしながら楽しく学べるいい講座だと思います。
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