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Are you ready to become the best ?
( 最高の自分になる準備はできた？ )

Will is everything !
( 情熱こそ！)
創研学院 高津駅前校 近年の校舎単独合格実績
中学受験コース（小３～小６ 学年定員最大 15 名）
洗足学園・栄東・法二・中横・青学・香蘭・東洋英和・都市大付属・農大一・等々力・森村・
青稜・恵泉・日吉・大妻・三田国際・田園調布・久我山・カリタス・山脇・高輪・成城学園
高校受験コース（中 1～3 学年定員最大 20 名）
横浜サイエンスＦ・東工大・栄東・多摩・大和・横浜国際・市ヶ尾・生田・新城・橘・元石川
法政二・都市大等々力・青稜・日大日吉・日大グローバル・駒沢・日鶴・明治学院・三田国際･･･

０１２０－７７４－８６７
takatsu@souken-gakuin.com

フリーダイヤル

メールでの体験授業お申込・学習相談・欠席連絡なども受けつけております。
火～金の午前 11：00～15：00・土曜日 11：00～19：00 がお電話のつながりやすい時間帯です。

1. お子様を待ち受ける、2020 年大学入試改革のおおまかな流れ
～2019 年度
2020～23 年度
いまの学習指導要領世代

受験時期

実施スケジュール

毎年 1 月に実施

回数／科目数
出願方法

1 回／6 教科 30 科目
教科・科目ごとの単独試験

試験方法

マークシート方式

英語の採点基準

読む・聞く力を問う

問題の内容

主に知識や技能を問う

成績結果

1 点刻み

各大学の選抜方法

大学ごとの独自試験

2024 年度
新学習指導要領世代

記述式と英語を前倒しで行い、その他の試験を翌年 1 月に実施
することを検討中
複数回実施を検討／２０２４年度以降は科目数簡素化を検討
他の教科との関わりを意識した内容を取り入れた問題を導入
マークシート方式に加え、試 より長文化された記述式
験時間を延長し、記述式（国 パソコンやタブレットを使っ
語・数学）も追加
て受験する CBT 導入も検討
話す・書くも含めた四能力を 四能力を活かしつつ、さらに
バランスよく問う。先進国が 自分の意見や考えを相手に伝
採用する CEFR の段階別評価 えるための思考力・判断力・
を導入。
表現力を問う
思考力・判断力・表現力など 「脱・暗記型」の問題をより
を問う「脱・暗記型」
強化・進化
一定の点数ごとでグループにわける段階別表示を採用予定
アドミッションポリシー（各大学が求める学生像）を各大学が
提示し、筆記・面接・debate(討論)・essay(小論文)・調査書な
どを組み合わせて多面的に評価
CEFR＝外国語の学習・教授・評価のための国際基準

2 . 2020 年にむけて進行中の教育改革の全体像
幼稚園・保育園・認定こども園
小学校

中学校
高等学校
2018 年度 小学英語改革開始
小学校で指導する英単語数 600～700 語に。中学校で指導する英単語数を 1200 →1600～1800 語に。
↓
2019 年度 確認プレテスト
※高校 2 年修了時での学習成果を把握するための参考資料。ただし、結果は調査書に使用予定
↓
2020 年度（2021 年 1 月実施）大学入学共通テスト
※必ず正解があり、それを見つけるマークシート式ではなく、解なき時代を見据えた記述式の導入
※知識・技能に加えて、思考力・判断力・表現力を総合的に判断する総合型テスト
※成績はセンター試験のように一点刻みではなく、段階別表示に
↓
各大学のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）に基づく多元的評価を重視した個別選抜
調査書・活動報告書・面接
等により学力水準を確保

新テストを活用し、思考
力・判断力・表現力を評価

小論文・プレゼン・集団討
論などで、主体性・多様
性・協働性を評価

特定分野に卓越した者の
選抜

※一般入試・推薦入試・AO 入試の区分を廃止
※学力の三要素を踏まえた総合的な評価を行う ※英語については民間の資格試験・英検なども活用
↓
大学教育の質的転換
グローバルで通用する高度なプロフェッショナル人材を輩出する G 型大学と、ローカルな労働集約型の産業
で生産性向上に寄与するスキル保持者を輩出する L 型大学へと、大学を再編していく。それにともなって、
人文社会科学・教員養成学部などの統廃合もすすめていく。
（福阪コメント）シルバーデモクラシーと揶揄される、高
齢者福祉に予算が集中する先進国特有の厳しい財政状況の中、将来の日本を背負って立つエリートである G に数少ない資本（人
と金）を集中投下し、彼らが各業界で innovation（革新）を起こし、結果として L 以下に雇用をもたらしてくれればよいとい
うのが、政府／文科省（ 若手改革派官僚達 ）の、今回の一連の改革の本音ではないでしょうか？ どのような改革が今後進ん
でいくのであれ、高津駅前校に通塾していただくことが、お子様の未来にとり最強の学力安全保障となるよう最善を尽くします。
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3. 創研学院 高津駅前校より生徒・保護者様へ
≪2018 年春 首都圏主要大学合格者数の比較と推移≫
早稲田大学
慶應大学
上智大学
学習院大学
東京理科大学
明治大学
青山学院大学
立教大学
中央大学
法政大学

2018年(人)
14,532
8,817
4,422
3,462
14,983
21,216
6,708
10,452
16,833
17,548

調査：大学通信

2016年(人) 18年-16年(人) 18年/16年(%) 合格者減少率(％)
17,976
-3,444
80.8%
19.2%
9,252
-435
95.3%
4.7%
5,176
-754
85.4%
14.6%
4,286
-824
80.8%
19.2%
15,455
-472
96.9%
3.1%
24,144
-2,928
87.9%
12.1%
8,833
-2,125
75.9%
24.1%
12,828
-2,376
81.5%
18.5%
16,849
-16
99.9%
0.1%
23,192
-5,644
75.7%
24.3%

≪首都圏主要大学の合格倍率の変化 単位(倍)≫
大学名
早稲田大学
慶應大学
上智大学
東京理科大学
学習院大学

2015
5.7
4.5
5.0
3.2
2.9

2016
6.0
4.8
4.7
3.2
4.0

2017
7.2
5.0
4.8
3.2
4.6

2018
8.1
4.9
5.1
3.6
5.8

大学名
明治大学
青山学院大学
立教大学
中央大学
法政大学

2015
4.2
5.9
5.0
4.2
4.8

2016
4.5
6.3
4.7
4.6
4.4

2017
5.0
7.6
5.6
4.7
5.6

2018
5.7
8.6
6.9
5.8
7.0

上記資料は、ここ数年で進行中の首都圏大学入学定員の厳格化の一端です。また財務状況の厳しい大
学の淘汰や国公立大学の統廃合の検討もなされています。日本が世界で生き残るため、2020 年に向け、
明治維新の「学制」以来と言われる抜本的な教育改革が行われているのです。
少子高齢化により国内の成長が頭打ち・収縮していく一方で、日本国外からはグローバリズム(国境が
ますます形式的＝フラット・シームレスなものとなり、世界市場で戦う力がなければ、望む職業と地位
の確保が難しい時代)の波が押しよせる中、価値ある教育への投資こそがお子様の進みゆく道をまぶしく
照らし続けると私は確信しています。
制度上ゆとり教育は終わり、学習指導要領(文部科学省が定める、学校で何を教えるかの基準)も大幅
に改変されました。しかし、英語・IT・武道など、もりだくさんにつめこんだ内容が、教育現場でどの
ように子供達に消化されていくのか、過度に期待し、その成果をのんびり見守る時間はあるでしょうか？
国家（公教育）に依存するのではなく、一度かぎりしかないお子様の将来に対し、やるべきことはやる
べき時期にやりきる。それが今を生きる大人の、未来を生きていく子供達への責務ではないでしょうか？
貨幣や不動産や金ではなく、教育のみが世界中どこにでも持ち運び可能で、誰にも奪うことのできない、
親が子に残せる究極の安全資産だと思います。創研学院高津駅前校では、小・中学生の学習指導を重点
的に行っております。この時期の教育に力を注ぐことが、その後のお子様の人生を決定づけるからです。
次に小・中学生の子供達の一般的な進路と、高津駅前校の指導方針を説明させていただきます。

① 私立中高一貫校に進学する道
◇ 私立中高一貫校は文部科学省の制約を強く受けず、海外をふくめた難関国公立・私立大学に合格する
ために作られた独自のカリキュラムで中高の６年間を学ぶことができます。また、高校 3 年生の丸 1 年
間は各生徒の志望大学合格にむけた、きめ細かい指導にあてられています。
◇ 大学付属校の場合、成績による学部選考はありますが、一定の努力を続ければ、全員大学へ進学でき
ます。高校受験がないため、受験を意識しない専門的な学習を早期から始めることもできます。
◇ 朝テスト・習熟度別少人数制授業・季節講習・塾／予備校との提携・企業や研究機関との協力による
早期からのキャリア教育・充実した留学や語学研修・最新の機器を揃えた清潔で安全な校舎に加え、安
定した指導能力をもつ教師陣による質の高い授業を受け続けることができます。
◇ 内申点に一喜一憂する必要がないため、また、最長 10 年間も同じ場で学び続けることにより、生徒
同士・生徒と教師の関係がなごやかで、将来の就職など人生のさまざまな場面で、助け支えあう一生も
のの関係を築けるでしょう。慶応大学の三田会がその最たる例です。
◆ 首都圏平均で年間 80～100 万円程度の学費がかかり、任意ですが寄付金なども必要となります。
◆ 首都圏は交通の便がよいとはいえ通学に時間がかかり、朝の混雑は中学生にはこたえます。
◆ 公立小学校の勉強では現在の中学入試には対応できず、早期から受験専門塾に通う必要があります。
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創研学院高津駅前校

中学受験コースの基本方針(卒塾までに公立中学 3 年間学習内容を先取り！)

(1)クラス定員 15 名までの、ベテラン正社員による少人数制集合授業
(2)入試頻出・重点分野に的をしぼった、子供の心身に負担をかけすぎない指導
(3)毎月のアタックテスト・模試直しとフォロータイム、東急沿線中心の創研主催学校説明会、
回数・時間たっぷりの季節ごとの保護者面談などの面倒見
勉強期間 Jr コース → 中学受験準備 3 年コース → 新小学 4 年 2 月授業開始 → 6 年 2 月私立中学入試
授業スタイル
新単元の授業 → 宿題確認と小テスト → 金・土曜フォロー → アタックテスト・模試 →テスト直し
□ 予習の必要はなく、宿題は授業で習った内容のため、保護者様が自宅で指導する必要はありません。
□ 中学受験準備コース小 3 生は毎週土曜日 13：00～14：30 算数・国語の無料フォローがついています。
□ 宿題は次の週の授業で提出し、授業担当者のチェックが入ります。授業前後に前回の授業内容が定着
しているかどうかのチェックテストを行うので、宿題のごまかしはすぐに判明します。
□ 当月習った内容を中心にアタックテストを行います。成績表を返却するだけでなく、直しノートを作
成し、苦手分野の復習・要点まとめなどを行い、大きな穴をつくらないようにして次へ進みます。
□ 6 年生から（5 年生は任意）首都圏模試・日能研・SAPIX 模試を活用し、お子様の進路選択の参考にし
ていきます。もちろんアタックテスト同様、直しを徹底して行うことで弱点をつぶしていきます。
□ 一学年 15 名定員にしています。同じ先生が 3 年間見続けることに意味があります。生徒の得意・不
得意だけでなく、性格・癖をよく知り、全人格と向き合い、相互理解による真の成長をめざします。
□ 受験生の保護者様には、定期的な、時間たっぷり（最大 60 分）の保護者面談を実施しています。

② 公立中学校へ進み、私立・公立高校に進学する道
◇ 学費がリーズナブルで、のんびりと心身を育むことができます。翠嵐・湘南・川和などの最上位公立
高校は私学の大学合格実績に後れを取っておらず、横浜サイエンスなど、大学と連携した最先端の理数
教育を受けられる学校も現在は登場しています。
◆ 川崎市は部活動が活発で勉強時間の確保が難しい。また神奈川県公立高校入試は内申点の比重が高く、
その内申点も絶対評価のため先生の主観に左右されやすい。さらに年々難化する神奈川公立高校入試に
対応するには、早期から受験専門塾に通う必要があります。
創研学院高津駅前校 高校受験コースの基本方針（卒塾までに新英検 2 級内容完全マスター！）

(1) クラス定員 20 名までの、ベテラン正社員による少人数制集合授業
(2) 多忙な部活動と両立できる内申点アップに重点を置いた授業と、難化する神奈川県公立高
校入試・私立一般／推薦入試に対応した集中的な受験対策
(3) ボリュームたっぷり個別フォロー付定期テスト対策、保護者面談や面接練習などの面倒見
勉強期間

Jr・高受準備コース→ 新中学 1 年 3 月授業開始 → 中学 3 年 1 月推薦／2 月公立私立入試

授業スタイル
通常授業( 定期テスト対策かつ入試を見据えた指導 ) → 宿題 → 約 1 ヶ月前からの定期テスト対策
□ 神奈川県公立入試と私立高校の推薦入試で、合否をわける大きなカギは内申点です。内申点は中学 2
年生後期のものから高校に送られますが、低ければ事実上の足切りとなり、希望校の受験が難しくなり
ます。部活動で多忙な川崎市の中学生がまずすべきことは、内申点アップに特化した現実的な対策です。
創研学院高津駅前校で使うテキストはすべて学校教科書準拠で、授業担当者が使うプリントも学校教科
書の内容をよりわかりやすく理解することを目指し、独自に作成したものです。
□ 年 4 回の定期テスト対策は、各中学の試験範囲をもとに、試験期間の約 1 か月前にスタートします。
(例)前期中間テスト対策 2019 年 5 月 19 日(日)・26 日(日)・6 月 2 日(日)・9 日（日）6 時間×4 日＋α
□ 神奈川の受験生の二人に一人が受ける W 合格模試を活用し、お子様の進路選択の参考にしています。
内申点は定期テストだけで決まるものではないので、提出物の出し方・授業態度などの躾・漢検・英検
の取得支援（目標英検 2 級！）・面接対策など内申点アップのためにできることはすべてしていきます。
□ 一学年 20 名定員にしています。同じ先生が 3 年間見続けることに意味があります。生徒の得意・不
得意だけでなく、性格・癖をよく知り、全人格と向き合い、相互理解による真の成長をめざします。
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Road to success
ジュニア（小１～３）・中学受験準備（小３）・高校受験準備（小４～６）コース
□ 教室に常駐するベテラン正社員講師による個別指導を通じ、スタディマナーの養成・算数国語の基礎
力練成・学習習慣の定着をはかります。社員講師１：生徒 3～4 名程度の個別指導で、緊張せず、アット
ホームな雰囲気で通塾していただけると思います。
＜主な文系・理数系使用教材一覧＞…授業は生徒のレベルにあわせ、毎回、授業担当の講師自作のプリントを
使用しています。一部ですが、授業で使用しているその他の教材を以下にまとめています。
ジュニアコース・高校受験準備コース
のびのびじゃんぷ・練成テキスト国語・漢字学習 STEP・小学校のまとめ WILL・オールマィティ国語算数・・・
中学受験コース小 3
ジュニア新演習（国語）・ジュニア新演習（算数）
国語の文章題は、単なる選択問題にとどまることなく、心情記述や文脈構成といったレベルの内容まで含みます。
算数の四則計算は桁数の大きな計算まで行います。文章から数式の導き方、線分図を利用した考え方も扱います。
中学受験コース小４～６
中学受験新演習 国語（小４～小６）
現在の首都圏私立中学入試に対応した新鮮な素材文のみで構成されている「書き込み式」の教材です。
中学受験新演習 算数（小４～小６）
現在の首都圏私立中学入試の傾向に対応した、基礎・標準・応用あらゆるレベルの問題が網羅された教材です。
中学受験新演習 理科（小４～小６）
小４から小６後期まで使用するテキストです。４年時からすでに生物・物理・化学・地学の４分野を扱います。
中学受験新演習 社会（小４～小６）
小４から小６後期まで使用します。授業では最新データを反映させた講師のオリジナルプリントを活用しています。
チェック 30 算数Ⅰ～Ⅳ（創研学院オリジナルテキスト）
小５～６で使用する、計算問題と一行問題で構成される家庭学習用教材です。高度な受験算数を解くために必要な
知識（基本的な解法パターン）を定着させるための教材です。
チェック 30 国語Ⅰ～Ⅳ（創研学院オリジナルテキスト）
・国語ベストチェック
小４～小６で使用する、中学入試で必要な語彙・文法・知識問題をまとめた家庭学習用教材です。
メモリーチェック理科・社会 ／ コンプリーション理科・社会
小５～６で使用する、理科の生物・物理・化学・地学の４分野と、社会の地理・歴史・公民の 3 分野の基本知識を
暗記するための教材です。
中学受験コース小６受験期
中学入試対策サーパス国語読解編・社会・国語中学受験新演習長文読解問題集・銀本・赤本・国語読解ベスト 10
生徒の志望校・学習到達度にあわせ、できるかぎり鮮度の高い問題を授業で活用するようにしています。
中学入試対策サーパス算数・理科
小６の夏期講習から使用する、入試問題中心に構成された実践問題集です。ここで入試本番での考え方・解き方を
学んでいきます。単元別・レベル別にわかれているので、各自の志望校に合わせて活用しています。
理科のまとめ（創研学院オリジナルテキスト）
中学受験理科に必要な知識・公式をまとめた教材です。過去問や模試といったテストの直しの際にも便利ですが、
毎週範囲を定めてミニテストを実施することで、知識の抜けがないかチェックをしています。
高校受験コース中１～３
中学必修テキスト英語・国語・社会 ／ 中学実力練成αスタンダード英語
前者は地元中学校の教科書に準拠している書き込み式教材です。後者は英文法の練成用教材です。
オリジナルテキスト数学・理科
地元中学校の教科書に準拠している教材です。授業は講師自作のオリジナルプリントを用いているため、主に授業
内容の練習問題や宿題や定期テスト対策用の家庭学習用教材としても使用します。生物・地学といった暗記分野の
おいては知識の定着をはかる教材として、物理・化学といった計算分野においては学習した知識を応用する問題と
して活用します。

高校受験コース中３受験期
神奈川県入試予想問題 英語・社会・国語・数学・理科
中３後期から使用する、神奈川県公立入試の頻出問題はもちろん、県入試の特徴でもある難解な問題文の読み方、
条件整理の仕方など本番そっくりの内容を学ぶことができます。
県トレ英語・数学・理科・社会・国語
中３から使用する家庭学習用の教材です。内容は神奈川県公立入試問題の類題だけで構成されています。
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2019 年度（2019 年 10 月～） 創研学院高津駅前校 授業時間割と学費一覧 （税抜/10％税込）
入室金 22,000 円 （※ 兄弟姉妹・親戚・紹介・ご友人の場合は、入室金全額免除です。）・ 施設費 0 円
コースと定員数

通塾曜日

ジュニアコース(小１～３)

【社員講師１：生徒 3～4 名】

火～金
土
振替授業あり

の間で 60 分+αの個別指導

中学受験準備 3 年コース

火～金

15：00 ～ 17：00

高校受験準備コース（小４～6）

【社員講師１：学年定員 10 名】

時間帯

15：00 ～ 17：00
13：00 ～ 14：00

お月謝（税抜 / 10％税込）

Jr 週１回 8,000 /8,800 円
高準 週１回 10,000 /11,000 円
半期教材費 10,000 /11,000 円

の間で 60 分+αの個別指導

週１回 8,000 /8,800 円

+学生チューター制度

＋土曜フォロー

13：00 ～ 14：30

半期教材費 10,000 /11,000 円

中学受験４年コース

木 国語・社会
金 算数・理科
土曜フォロー

17：00 ～ 19：15
17：00 ～ 19：15
13：00 ～ 16：00

21,000 / 23,100 円

火 国語
水 算数
金 理科・社会
土曜フォロー

17：00
17：00
17：00
13：00

～
～
～
～

19：15
19：15
19：15
16：00

火 算数Ⅰ
水 国語
木 算数Ⅱ
金曜フォロー
土 理科・社会

17：00
17：00
17：00
17：00
14：00

～
～
～
～
～

19：15
19：15
19：15
20：00
19：00

【社員講師１：学年定員 15 名】

+学生チューター制度
中学受験５年コース
【社員講師１：学年定員 15 名】

+学生チューター制度

中学受験６年コース
【社員講師１：学年定員 15 名】

+学生チューター制度

【社員講師１：学年定員 20 名】
高校受験中学２年コース

英・数・国・理・社
【社員講師１：学年定員 20 名】
高校受験中学３年コース

英・数・国・理・社
【社員講師１：学年定員 20 名】
福阪の小学校英語ゼミ
【社員講師：定員 10 名】

36,000 / 39,600 円
半期教材費
11,426/ 12,568 円

44,000 / 48,400 円
半期教材費
13,324/ 14,656 円

28,000 / 30,800 円

火 英語
国語・社会
数学・理科

19：30 ～ 21：30
＋日曜定期テスト対策

水 英語
金 数学・理科
土 国語・社会

19：30 ～ 21：30
＋日曜定期テスト対策
＋英検 1・2 次対策

年間教材費
15,000/16,500 円

火 数学・理科Ⅰ
木 国語・社会
金 英語
土 数学・理科Ⅱ

19：30 ～ 21：30
＋日曜定期テスト対策

31,000 / 34,100 円

＋英検 1・2 次／面接対策
土 17：00(自習開始)～21：30

年間教材費
15,000/16,500 円

午前 10：00～11：00
午前 11：00～12：00

6,600 円

高校受験中学１年コース

英・数・国・理・社

半期教材費
9,519/ 10,470 円

水
木

英検 5～4 級
英検 4～3 級

毎週土曜
毎週土曜

＋英検 1・2 次対策

年間教材費
15,000/16,500 円

28,000 / 30,800 円

（稗田の算数フォロー60 分付）

□ 中学受験コースは 2 月より、高校受験コースは 3 月より新学期となり、学年・通塾曜日が変わります。
□ 火・水・木の 17：00 ～ 21：30、土曜日の 17：00 ～ 21：30 は教室を自習室として利用できます。
□ 全学年・全コース、ベテラン正社員教師が全授業を担当しております。中学受験コースのフォロー授業に
関しては、正社員に加え国公立や医歯薬・早慶上智などの大学生・院生をチューターとして活用しています。
□ 月曜日は休校日となっております。台風などで休校の場合、月曜日に振替授業を行う場合があります。
□ 定期テスト対策や上位校特訓・英検 1 次 2 次試験対策などの日程は、月間予定表・HP に随時掲載します。
～ 創研学院 高津駅前校 校長 福阪 和重( ふくさか かずしげ ) プロフィール ～
□ 彦根東高校卒( 2019 年春 東大京大含む国公立 184・早慶上理同立関関 314 名合格、文科省 SSH 指定高校 )
→同志社大学法学部卒( 明治六大教育家 新島襄 設立 ) 赤鬼魂と倜儻不羈（てきとうふき）が我がモットー
学生時代より教育業界に身を置き教育業一筋 20 年。趣味は英語・野球・サッカー・読書・犬（ポメ）
6

Message for the young who want the best practice
Why do we now have to learn English so hard ? Many people feel the
importance of English is becoming bigger than ever. So, what kind of English
do we have to learn ? It is clear that English we've been taught at school is
focused heavily on reading and a little on writing , but little on speaking. Most
of Japanese know well that such an unbalanced teaching makes our English
skill too weak . However, drastic changes and actions have never happened
in teaching English at junior and high schools in Japan and it had not been a
big problem. Because our economy had been strong enough to cover the
weakness of our English. But today we are living in an information-oriented
society. And most of the information we get every day is in and from English.
Without English or without perfect control of English , in the foreseeable
future, we might fail to keep the same living standard we enjoy now. Not due
to decreasing to birthrate and aging population ! English ! Exaggerated as it
may sound, you will start to find that English is the tool to catch what is
going on in the world and the key to survive the 21st century. Never too late
to start something new. But there is a perfect timing to start learning a new
language. You think the time is now ? There are too many schools here and
there. It’s quite difficult for a beginner who has just started studying English
to select the best place to learn. But all you need to care is just one thing.
To keep in mind as to education is that what is vital to education is who
teaches what and how. The answer you’ve been looking for is here(創研学
院高津駅前校) and I(福阪)！I want all of my students to become global
elites playing important roles in the 21st century. When you do educate
boys and girls, when you truly invest in their potential, there is no limit to the
impact you can have in the future. If you want your children to step into the
road to a bright future, don’t hesitate to call ０１２０-７７４-８６７. 福阪 It’s
now or never !(やるなら今しかない！)
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