
小６

中・高・大学受験

明大前駅徒歩１分03-5329-2551
エイム英語学習室

★エイムはアルファベットから大学受験まで、一人ひとりの英語学習

をサポートする個別指導の学習室。今年で創立２１年目。★ニュー

トレジャーはじめ学校のテキストをフォロー。弱点診断に基づく復習と

エイム独自の試験対策の相乗効果で、入室直後から得点アップへ。

★大学入試では内部進学や推薦合格はじめ、一般入試で東大・

一橋・東工大・早・慶・私大医学部等の合格を実現。★一人ひとり

の成功体験の「ドラマ」が誕生。★いつからでも「わかってできる」

楽しい英語に！　さあ、この春、エイムで変わりませんか？

■学校教科書対応個別試験対策指導

■基礎固めから入試突破対策指導

■個別カスタマイズ教材で弱点攻略指導

小６～大学受験 個別指導のエイム英語学習室  2021 春のご案内

本状は郵便物では
ありません

ご返却の場合、郵便ポストには
投函できません

配布に関するお問い合わせ先
（株）リンクル

フリーダイヤル 0120-77-2617   
 還付先

〒336-0022 さいたま市南区白幡６- １９- １７
お問い合わせ受付時間

9:00～12:00 13:00～17:00
（土、日、祝祭日を除く）中２在籍生の声

個別教材による対話型指導で英語好きに変わる　　
　エイムマジックを体験してみませんか？  次は、あなたの番！

復習による基礎力アップで得点もアップ。英語学習のモチベーションもアップ。
昨夏以降の入室生の一部をご紹介します。入室直前と入室後初試験対策を行った主要教科書の定期試験結果です。

★ご本人★

コロナ
対策

34 84中高一貫

入室時学年 入室直後点数 主要教科書
入室直前
点数

入室後経過月数
通室時間数

ニュー
トレジャー２

ニュー
トレジャー１

３週間

週６時間中２

中高一貫

中２ 35 52 ニュー
クラウン２

ニュー
クラウン２

ニュー
ホライズン３

１カ月

週５時間

61 80

35 52

80 85

中高一貫 ２カ月

週５時間中２

中高一貫 ３カ月1週間

週５時間中２

中高一貫 1カ月1週間

週３時間中１

全員マスク着用、

手洗い、検温、

消毒、空気清浄、

換気等。定員は

通常時の６割以

下に削減。

対面が本流。オンラインは Zoom

での双方向対話型。通室困難時

などでオンライン併用可。教室は

英語に集中できるだけでなく、勉強

法や進路の悩みを受け止めてくれる

貴重な場になっています。

初の大学入学共通テストは実用英語でし

たが、土台となる「使える文法力」習得

は必須。小学校の英語教科化から２１年

度中学教科書改訂を見据えて、一人ひとり

に最適な指導を展開。４技能の基礎力

確立から進路希望の実現を目指します。

「大嫌いだった英語が
   大好きになりました！」

★ご本人「英語が

楽しくなってきた！」

★ご本人「やったあ！と

思った。お父さんに「え、

すごいじゃん！」お母さんに

「どうしちゃったの？？？」

と驚かれた。」★お母様「エイムで勉強の

やり方を覚えた様子。

モチベーションも上がって

英検3級合格。」
★お母様「エイムに入る前

英語はチンプンカンプン

だった。今は文法がわかる

ようになってきて、英語が

怖くなくなってきたと

言ってます！」　

「できる『笑顔』にみんながなれる」
         　      個別指導のエキスパート

★ご本人「エイムで範囲

のReadをやっていた

から得点が上った！」

昨秋まで在籍して、内部進学合格したエイムの高３生の体験記をご紹介します。

明治大学法学部進学　  （明治大学付属中野高）

中学3年の夏頃から英語の基礎を身につけたいと思いエイムに通い始
めました。毎回分からないところは丁寧に教えていただき、宿題などは
ないが、行くと教材がそろっていたのでとても通いやすかったです。…

★お母様★
…高校は週6日の超ハードな部活で、その中週2日通うのは大変でし
たがエイムは宿題がなく行けば個々のレベルに合った課題が与えられ
定期テスト前には学校のテキストにそった課題を作ってもらえたので、
なんとか部活と両立する事ができました。そのお陰で英語だけは成績が
良く助かりました。…　　　　　　　　　　 （一部抜粋）

対面と
オンライン
指導

英語
教育
改革
対応



★得点アップの軌跡は、一人ひとりの悩みの克服過程。復習が点数を押し上げ、
　復習が築く鉄壁の基礎力は、やがて向かう第一志望大学合格のパスポートに！　
在籍中の生徒の一部をご紹介します。通室歴は表示の最新試験受験時。その時点の週時間数を表示。主要教科書と試験結果のみ表示。

入室時学年

中１
ニューホライズン３

ニュートレジャー４

中３60

入室直前点数

63

入室直後点数 最新試験点数
現学年・

　主要教科書

通室歴

週時間数

１年８カ月
週４.５時間

入室時スキルチェック中１基本文３７％で大文字小文字の区別もおぼつかない。英文を書けるようになり
たいという希望も叶えるよう、文法の復習プラス教科書ニューホライズン１の総復習を開始。ペースはゆっ
くりだが地道に努力を重ねて平均を引き離し、平均＋２１点に上って第一志望高校に合格。

中２
高１51 74 84

69 79 93

81

１年10カ月
週５時間

入室時スキルチェックNewTreasure１基本文３０％、NewTreasure２基本文（既習課まで）１５％。
NewTreasure１課毎到達度％を基に文法問題集とKeyPoints中心に復習を進め、入室8カ月目に行ったス
キルチェックNewTreasu re１基本文2度目では７２％に。その補強学習は入室6カ月目に行った
NewTreasure２基本文６９％に基づく復習に吸収。試験範囲が広範囲で苦戦しつつも、じっくり考えて解き
納得がいくまで説明を求める姿勢で着実に力をつけ、中３では８９点マーク。従前からの課題であるスピー
ドアップを図るために、文法運用力と構文読解力をつける演習が必要だと自覚している。

中２
プロミネンスⅡ

高２ ３年７カ月
週４時間

入室時スキルチェック基本文中１基本文７４％に比して中２基本文（既習範囲）４３％と開きが大きく、平均－
８点を裏付けた。中１の理解不足の項目中心に復習を始め、エイムで試験対策学習を行うだけで入室後は
平均を超え、中３では平均＋１０点以上で安定。高１の3月に行った中３スキルチェック基本文2度目７７％に
基づき中学英語の完成を図り、高２では学校進度に合わせた学習に加えて入試レベルの構文読解演習に
も取り組んでいるが難航。最近もthat とandで大混線して「自分でも長文の問題集買おうかな」とつぶやく。

エイムマジック１２のポイント

☆ポイント１ ★わからなくなったところに戻ってやり直す。

理解不足の『穴』を埋める。基礎が補強され、試験でもミスが減る。

☆ポイント２ ★自分が書いた英文・和文の間違いを直しながら

力がつく。ライブ添削指導。音読して書いて覚える。

☆ポイント３ ★自分の弱点を埋める自分だけの教材で、無理

なく無駄なく効果的な学習ができる。教材は一人ひとり用に作成。

☆ポイント４ ★弱点診断（スキルチェック）結果数値から復習

の意義がわかり、スキルチェックのレベルアップで英語力のレベル

アップを認識できる。

☆ポイント５ ★教材１度目で間違えた問題だけをやる教材２度

目、時には３度目、さらに４度目と、反復により習得。

☆ポイント６ ★単元を越えて、既習事項を含む混成英作を

こなす。書く力がついて、どんな出題にも対応できる応用力がつく。

☆ポイント７ ★前回試験のテスト反省（試験の解き直し）を

通して次の目標点を設定。エイムの目標値は、平均＋２０点以上。

☆ポイント８ ★宿題は出さない。エイムの学習はエイムで完結。

☆ポイント９ ★とことん聞けて１００％理解できる環境で、集中

して密度の濃い学習ができる。対話型レッスンで疑問解消。

☆ポイント１０ ★週２回以上通室。週１回では『巻き戻って』

効果半減。英語学習をルーチン化。

☆ポイント１１ ★各自のペースで進め、自ら考え解いてから

指導を受け、納得して先に進むことで、着実に習得。消化不良はない。

☆ポイント１２ ★実力学年と実学年との開きが１年以上ある

と、範囲学習は難航。また、平均点以下の場合、学校の授業時間数

より少ない通室時間では効果が出にくい。復習は短期で仕上げ、

学校進度に早期に追いつくのが得策。得点アップ効果も出る。

１ 授業時間
＊月・火・水・金曜　午後４時３０分から午後９時

＊各自、３０分単位で通室曜日・時間帯（１時間以上）を設定。

＊週２時間未満は不可。詳細はＨＰをご覧ください。

＊密を避ける定員調整のために時間帯を変更することがあります。 

（木・土・日・祝祭日休室　春季・ＧＷ・夏季・冬季休室あり）

（土休室は２０２１年４月から）

２ 授業料等 （税別） 　入室料  20000円（税別）

（ご兄弟・姉妹の場合、お二人目からは入室料はいただきません。）

＊学年毎に週時間数で月額固定（例：中３週４時間　月額￥２６４００（税別））

＊別途、各月教室運営維持費一律￥2000(税別)（2021年4月から）が必要です。

＊前月末日までに翌月分納入要。詳細はＨＰをご覧ください。

★指導歴（五十音順）青山学院、跡見、麻布、郁文館、桜蔭、鴎友、大妻、大妻中野、お茶の水女子大付、海城、開成、学芸大付、学芸大付小金井、学芸
大付竹早、学習院、学習院女子、カリタス、川村、関東国際、吉祥女子、暁星、共立、クラーク記念国際、慶應義塾中等部、慶應義塾普通部、慶應義塾高、
慶應義塾女子高、慶應義塾藤沢湘南高、京華、恵泉、国立音大付、光塩、晃華、攻玉社、佼成学園、佼成学園女子、香蘭、国学院、国学院久我山、国士館、
駒澤、駒場学園、駒場東邦、桜丘、渋谷教育渋谷、サレジオ学院、実践、品川女子、芝、芝浦工大付、松蔭、頌栄、湘南白百合、城北、女子学院、女子聖
学院、女子美術大付、昭和女子大付、昭和第一、淑徳、白百合、巣鴨、杉並学院、聖光、聖学院、成蹊、成城、成城学園、聖心、聖徳、青陵、世田谷学園、
洗足学園大付、創価、大成、高輪、玉川学園、多摩大聖ケ丘、中央大付、中央大杉並、調布、筑波大付、筑波大付属駒場、帝京大付、田調雙葉、桐蔭、
東京家政学院、東京女学館、東京電機大付、東京都市大付、東京都市大学等々力、東京農大付、東大付、桐光、桐朋、桐朋女子、東洋、東洋英和、豊島岡、
独協、日本学園、日本工業大駒場、日大第二、日大第三、日大鶴ヶ丘、日大櫻丘、日大豊山、日本女子大付、広尾学園、不二聖心、富士見丘、雙葉、普蓮
土、法政、宝仙学園理数インター、堀越、本郷、明星学園、三輪田、武蔵、武蔵野女子、目黒星美、明治学院、明大中野、明大中野八王子、明大明治、目
白研心、森村学園、山脇、立教池袋、立教新座、立教女学院、立正、早稲田、早稲田高等学院、早稲田実業、和洋九段、公立中学（杉並区立井荻・和泉学園・
向陽・泉南・富士見丘、世田谷区立梅丘・富士・船橋希望・松沢・緑丘、渋谷区立上原・笹塚・原宿外苑、調布市立調布、府中市立浅間）都立高校（大崎・
国際・駒場・小山台・新宿・杉並総合・隅田川・世田谷泉・西・広尾・松原）、公立中高一貫校（桜修館・九段・小石川・富士・武蔵）

＜無料＞ 体験レッスンお申し込み /お問い合わせ　☎受付　月・火・水・金曜日１4：００～２１：００　　木曜・土曜・日曜・祝日・
その他の休室日を除く。なお、体験レッスン受講は、受け入れ可能人数に制限がありますので空席待ちとなる場合があります。

エイム英語学習室
世田谷区松原１－４１－９ ウイン明大前１Ｆ

TEL ０３－５３２９－２５５１ ＦＡＸ ０３－５３２９－２５５２
https://www.aimenglish.co.jp/　https://twitter.com/aimenglish2001

★ご本人の声★　　　　  　　　 「高校入試直前エイム

で過去問解いてたから受かったと思う。

細かいところまで教えてくれるのが嬉しい。

今、英語がマジ得意科目！」

★ご本人の声★　　　　  　　　 「家では普段英語は

全然勉強しない。エイムに週3回通うのは

苦にならない。実力テストでも高得点とって

得意科目にしたい。」

★ご本人の声★　　　　　　　　「中学の頃平均点目標だった

のが、今では満点を目指すようになった。エイムで

繰り返し勉強することで、力もついたし、英語

への意欲も増したと思う。」



小６　中・高・大学受験 明大前駅徒歩１分

03-5329-2551
エイム英語学習室

★エイムはアルファベットから大学受験ま

で、一人ひとりの英語学習をサポートする

個別指導の学習室。今年で創立２０年目。

★ニュートレジャーはじめ学校のテキストを

フォロー。弱点診断に基づく復習とエイム

独自の試験対策の相乗効果で、入室直後

から得点アップへ。★大学入試では内部進

学や推薦合格をはじめ、一般入試で東大・

一橋・東工大・早・慶・私大医学部等

の合格を実現。★一人ひとりの成功体験の

「ドラマ」が誕生。★いつからでも「わかっ

てできる」楽しい英語に！ さあ、この秋、　

エイムで変わりませんか？

■学校教科書対応個別試験対策指導

■基礎固めから入試突破対策指導

■個別カスタマイズ教材で弱点攻略指導

小６～大学受験 個別指導のエイム英語学習室  2020 秋のご案内

「ミスが減って英語が楽しくなった！」
本状は郵便物では
ありません

ご返却の場合、郵便ポストには
投函できません

配布に関するお問い合わせ先
（株）リンクル

フリーダイヤル 0120-77-2617   
 還付先

〒336-0022 さいたま市南区白幡６- １９- １７
お問い合わせ受付時間

9:00～12:00 13:00～17:00
（土、日、祝祭日を除く）

高１在籍生の声

英語好きに変わるエイムマジックを体験してみませんか？

復習による基礎力アップで得点もアップ。英語学習のモチベーションもアップ。

昨夏以降の入室生の一部をご紹介します。入室直前と入室後初試験対策を行った定期試験結果です。
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入室時学年 入室直後点数 主要教科書
入室直前

点数

入室後経過月数

通室時間数

ニュー
トレジャー１

１カ月半

週３時間中１

28 53公立中２ ホライズン２
1カ月

週４時間

64 79中高一貫
ワンワールド２

３カ月

週５時間中２

EC31
EE28

EC44
EE56

EC45
EE48

EC53
EE63

中高一貫 ランドマークⅡ
アトラス

２カ月半

週６時間
高１

中高一貫
エレメントⅠ
エンパワーⅠ

1カ月1週間

週６時間
高１

「正しいやり方で

やったらできた！」
「エイムでやっていると

自分が覚えられていな

いところがわかる。」

「授業についていけ

るようになって、

ちょっと英語が好き

になった。」
「中２になって英語が難

しくなりエイムに入る

前はわからなくなって

いた。順位も上がって

英検3 級合格。リスニ

ングも平気に。」

　コロナ禍で教育のオンライン化が加速されましたが、生徒たちからは「説明

がよくわからないまま先に進んだ。オンライン授業はちゃんと聞かない。オン

ラインでやったところは試験範囲外。」という声も聞かれました。教育現場さら

に入試体制の混乱に生徒たちが翻弄され続けている現状には心が痛みます。

　エイムのオンラインは Zoom を用いた双方向対話型で対面指導に限りなく

近く、with コロナ時代でも学びを止めずに生徒とつながり続けることができ

ます。休校等で通室が困難な場合はオンライン指導に切り替えます。また、

通室の負担軽減等の理由からオンラインを併用していくことも可能。個別の事

情に対応しています。

　エイムのコロナ対策は、全員マスク着用、手洗い、検温、消毒、空気清浄、

換気等。同時間帯の定員は通常時の６割以下に削減して密を回避。可能な対

策を徹底してコロナウイルス感染防止徹底宣言。

　「エイムに来るとほっとして勉強に専念できる」と生徒が言う通り、エイムは英

語を学ぶ場のみならず、講師との対話を通して心の成長の糧を得る場になってい

るのだと思います。今必要な英語学習を進めていくエネルギーを醸成し、試験や

進路の悩みに直に向き合っていける対面指導の大切さを日々再確認しています。

エイムのコロナ対策とオンライン指導

「できる『笑顔』にみんながなれる」個別指導のエキスパート

「試験でやり残しがな

くなり、前よりできた。

もっとがんばろう！」



★得点アップの軌跡は、一人ひとりの悩みの克服過程。復習が点数を押し上げ、
　復習が築く鉄壁の基礎力は、やがて向かう第一志望大学合格のパスポートに！　
在籍中の生徒の一部をご紹介します。通室歴は今年の１学期期末試験受験時。その時点の週時間数を表示。主要教科書と試験結果のみ表示。

入室時学年

中１
ニューホライズン２

ニューホライズン３

中２42

入室直前点数

75

入室直後点数 １学期期末試験点数
現学年・

　主要教科書

通室歴

週時間数

６カ月
週３時間

中１の2学期点数がっくり下がり、英語嫌いになってエイムに。単語で苦戦しているだけでなく、冠詞、

複数形、代名詞など中１の初歩的な文法で迷走していた。まだ発展途上だが教科書教材で範囲学習

を極めることで得点アップ。他教科より英語は難しいと感じているものの、前向きに取り組んでいる。

中２
中 337 70 81

60 70 79

86

1年
週４時間

英語が一番点数低くてエイムに。入室時スキルチェック基本文中１　４３％中２（既習範囲）６％。日本
語の語順に引きずられて動詞を文末に置いたり、疑問詞を文中に置いたりと語順は混乱していた。持
ち前のスピードと馬力で教材をこなして一気に７０点に飛躍。順調に点を上げて８０点台を維持してい
る。志望校合格へ向けてまい進中。長文を正しく読み取り聞き取る力を増強するのが目下の課題。

中３
クラウンⅡ

高２ 1年９カ月
週５時間

入室時スキルチェック基本文中１　９２％、中２　６６％　中３（既習範囲）２８％と学年間の差が標準より大きい上、文法項目毎
の到達度％の開きも大きく、基礎力が不安定。お母様の「基礎がずれている」という認識と符合した。速いがミスも多いとい
う傾向を修正しつつ入室2年後のスキルチェック中３で８０％。河合全国模試で偏差値６２をマーク。学校進度の応用演習か
ら入試対策の構文読解にも果敢に取り組んでいる。将来英語を生かして仕事をしたいという希望を叶えるべく進路模索中。

エイムマジック１２のポイント

☆ポイント１ ★わからなくなったところに戻ってやり直す。

理解不足の『穴』を埋める。基礎が補強され、試験でもミスが減る。

☆ポイント２ ★自分が書いた英文・和文の間違いを直しながら

力がつく。ライブ添削指導。音読して書いて覚える。

☆ポイント３ ★自分の弱点を埋める自分だけの教材で、無理

なく無駄なく効果的な学習ができる。教材は一人ひとり用に作成。

☆ポイント４ ★弱点診断（スキルチェック）結果数値から復習

の意義がわかり、スキルチェックのレベルアップで英語力のレベル

アップを認識できる。

☆ポイント５ ★教材１度目で間違えた問題だけをやる教材２度

目、時には３度目、さらに４度目と、反復により習得。

☆ポイント６ ★単元を越えて、既習事項を含む混成英作をこな

す。書く力がついて、どんな出題にも対応できる応用力がつく。

☆ポイント７ ★前回試験のテスト反省（試験の解き直し）を通し

て次の目標点を設定。エイムの目標値は、平均＋２０点以上。

☆ポイント８ ★宿題は出さない。エイムの学習はエイムで完結。

☆ポイント９ ★とことん聞けて１００％理解できる環境で、集中

して密度の濃い学習ができる。対話型レッスンで疑問解消。

☆ポイント１０ ★週２回以上通室。週１回では『巻き戻って』効

果半減。英語学習をルーチン化。

☆ポイント１１ ★各自のペースで進め、自ら考え解いてから指

導を受け、納得して先に進むことで、着実に習得。消化不良はない。

☆ポイント１２ ★実力学年と実学年との開きが１年以上ある

と、範囲学習は難航。また、平均点以下の場合、学校の授業時間数

より少ない通室時間では効果が出にくい。復習は短期で仕上げ、学

校進度に早期に追いつくのが得策。得点アップ効果も出る。

１ 授業時間
＊月・火・水・金曜　午後４時３０分から午後９時 /土曜　午後４時から８時

＊各自、３０分単位で通室曜日・時間帯（１時間以上）を設定。

＊週２時間未満は不可。詳細はＨＰをご覧ください。

＊密を避ける定員調整のために時間帯を変更することがあります。 

（木・日・祝日休室／春季・ＧＷ・夏季・冬季休室あり） ２ 授業料等 （税別） 　入室料  20000円（税別）

（ご兄弟・姉妹の場合、お二人目からは入室料はいただきません。）

＊学年毎に週時間数で月額固定（例：中３週４時間　月額￥２６４００（税別））

＊別途、各月教室運営維持費一律￥1200(税別)が必要です。

＊前月末日までに翌月分納入要。詳細はＨＰをご覧ください。

★指導歴（五十音順）青山学院、跡見、麻布、郁文館、桜蔭、鴎友、大妻、大妻中野、お茶の水女子大付、海城、開成、学芸大付、学芸大付小金井、学芸
大付竹早、学習院、学習院女子、カリタス、川村、関東国際、吉祥女子、暁星、共立、クラーク記念国際、慶應義塾中等部、慶應義塾普通部、慶應義塾高、
慶應義塾女子高、慶應義塾藤沢湘南高、京華、恵泉、国立音大付、光塩、晃華、攻玉社、佼成学園、佼成学園女子、香蘭、国学院、国学院久我山、国士館、
駒澤、駒場学園、駒場東邦、桜丘、渋谷教育渋谷、サレジオ学院、実践、品川女子、芝、芝浦工大付、松蔭、頌栄、湘南白百合、城北、女子学院、女子聖
学院、女子美術大付、昭和女子大府、昭和第一、淑徳、白百合、巣鴨、杉並学院、聖光、聖学院、成蹊、成城、成城学園、聖心、聖徳、青陵、世田谷学園、
洗足学園大付、創価、大成、高輪、玉川学園、多摩大聖ケ丘、中央大付、中央大杉並、調布、筑波大付、筑波大付属駒場、帝京大付、田調雙葉、桐蔭、
東京家政学院、東京女学館、東京電気大付、東京都市大付、東京都市大学等々力、東京農大付、東大付、桐光、桐朋、桐朋女子、東洋、東洋英和、豊島岡、
独協、日本学園、日本工業大駒場、日大第二、日大第三、日大鶴ヶ丘、日大櫻丘、日大豊山、日本女子大付、広尾学園、不二聖心、富士見丘、雙葉、普蓮
土、法政、宝仙学園理数インター、堀越、本郷、明星学園、三輪田、武蔵、武蔵野女子、目黒星美、明治学院、明大中野、明大中野八王子、明大明治、目
白研心、森村学園、山脇、立教池袋、立教新座、立教女学院、立正、早稲田、早稲田高等学院、早稲田実業、和洋九段、公立中学（杉並区立井荻・和泉学園・
向陽・泉南・富士見丘、世田谷区立梅丘・富士・船橋希望・松沢・緑丘、渋谷区立上原・笹塚・原宿外苑、調布市立調布、府中市立浅間）都立高校（大崎・
国際・駒場・小山台・新宿・杉並総合・隅田川・世田谷泉・西・広尾・松原）、公立中高一貫校（桜修館・九段・小石川・富士・武蔵）

＜無料＞ 体験レッスンお申し込み /お問い合わせ　☎受付　月・火・水・金曜日（休室日を除く）１３：００～２１：００
なお、体験レッスン受講は、受け入れ可能人数に制限がありますので空席待ちとなる場合があります。

エイム英語学習室
世田谷区松原１－４１－９ ウイン明大前１Ｆ

TEL ０３－５３２９－２５５１ ＦＡＸ ０３－５３２９－２５５２
https://www.aimenglish.co.jp/　https://twitter.com/aimenglish2001

★ご本人の声★　　　　  　　　 「母親に言われて

 来たけど、エイムはなんかいい！

 オンラインだとやらない。」

★お母様の声★　　　　  　　　「英語はエイムに安心して

お任せしています。教科の中で好きなのは

英語だと言っています。今進路で悩んでいま

すが、頑張ってる努力が報われるよう見守っ

ています。」

★お母様の声★　　　　  　　　　「点数が上がって評定

も『５』になり、模試でも平均＋20点以上

とれるようになりました。自信がついてき

たようです。」
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