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学年がない画期的な理数専門塾

九州大学
22年連続現役合格実績
※前身の数学教室時代の実績を含む

※東大・阪大ともに現役です

平成31年度生合同入塾説明会
☆３学期中途入会希望者への入塾相談も兼ねています

2/11（祝月）3/17（日）21（祝木）

いずれも12:00〜
ＦＣＳ藤崎本館（早良区役所正面、ドコモ横）
※ご予約がない場合、個別質問の際、お待ち頂く事もあります。
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■受講者の実 績（一部抜粋）
★西南学院高校(07卒)
→東京大学理科一類現役合格(東大首席卒)
★修猷館高校(09卒)
→「大学への数学」Ｂコース一等賞
→九州大学医学部医学科合格
★修猷館高校(11卒)
→九州大学医学部医学科現役合格
★久留米附設高校(11卒)
→福岡県知事賞
→九州大学医学部医学科後期現役合格
（前期理Ⅲ、0.1点差で不合格）
★筑紫丘高校(13卒)
→数学学年１位（高１進研模試満点）
→東京工業大学合格
★修猷館高校(14卒)
→数学学年１位（各種試験）
→東京大学文科一類現役合格
★筑紫丘高校(14卒)
→数学学年１位（高１進研模試満点）
→九州大学理学部数学科現役合格
★筑紫丘高校(15卒)
→数学学年１位（高１進研模試満点）
→東京大学理科一類現役合格
to be�continued・・・・
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福岡チャータースクール
Ｓコース英語
プログレスが学べる英語講座です！
開催日●毎週日曜日

17:30～18:50（初級 book1・3/31 説明会兼体験授
業開催、2/3 から始まるフォニックスから
参加される事をお勧めします）

19:00～20:20（中級 book2）
20:30～21:50（上級 book3）

説明会●3/31（日）17:20
会場●ＦＣＳ藤崎本館（早良区役所正面）
要項●「Ｓコースの英語とは」

Ｓ英語はプログレスに精通した先生に登壇頂いていま
す。久留米附設中学、福岡雙葉中学の英語進度も理解
し、四半世紀近いキャリアを誇る先生が指導します。

一流海外大学留学指導にも通じ、文部科学省が目指
す、グローバル英語（聞く、読む、話す、書くの４技能
統合型言語活動）が身につく最新英語講座です。

新課程になり、四技能英語を標榜する英語教室、四技
能英語対応を謳うクラスを作る塾、予備校があります
が、結果を堂々と出している教室は皆無です〈久留米附
設１位（中２）、西南学院１位（中２）あり〉。

ただ、本講座には小学校の塾のように漫然と参加して
はいけません。ピアノ、スポーツ等の習い事のように日
頃の練習を怠らない覚悟を参加者に求め、お子様の努力
に応える講座なのです。join us !

フォニックス
中学英語準備講座
日程●2/3（日）17:30～18:50（3/24 まで計８回）

希望される方には日曜Ｓ１英語（プログレスを教材にした４
技能英語）コースの授業前（17:20ごろ）に指導者、生徒、
保護者、三者直接会してご面談されることをお勧めしてい
ます（全く英語ゼロのお子さまから帰国子女まで幅がある
ためです。アポイントメントは必要ございません）。

会場●ＦＣＳ藤崎本館（早良区役所正面）
要項●これから英語を学ぼうとする小中学生は、まず２月

から 2 ヶ月間、集中的にフォニックス(アルファベットの
読み方、連なりの読み方、仕組み) をまなび、音を聞き、
読み、書き取る初歩的な訓練を行います。

小学生はローマ字ベースで英語を理解していますが、
この癖を直し英語を英語として理解できる（発音記号なし
で英語が読めるようになる）訓練を積んでいきます。

4 月第一週からはプログレスを教材に使う、中学英語
Sコース（４技能英語対応講座・3/31 説明会兼体験授業）
で学習を継続する事も出来ます。

公立中や公立中に準拠する教材を使用する私立中の子
でプログレス（ホンモノの）英語を学びたい方、学ばせたい
保護者にとって本講座はかけがえのないものとなるでし
ょう。

福岡チャータースクール
Ｊコース国語
日時／場所●毎週水曜日 20:10～21:10／ＦＣＳ藤崎本館
要項●「高校になっても来ていいですか？」FB、HPをご覧下さ

い。自然と中高生が一緒に学ぶ環境ができあがりました。
教材は「今解き教室」を中心に。そして、理系で差がつく古
典を丁寧に教えています（できる子にはセンターを）。

新中学１年生のための講座は特段設けてませんが、国語
の重要さを理解される保護者の毎年の要望に応え、入学式
まで通常授業にてお子様をお預かりします。ご相談下さい

高校英語入門講座
日程●3/26(火)27(水)28(木)29(金)10:00～11:30（計４回）

会場●ＦＣＳ藤崎本館（早良区役所正面）
対象●新高１（文法・構文に特化したので高校生全学年、

中卒程度の英語力を持つ小中学生も参加可）
要項●東大突破経験のある講師による、英語構文完全マスタ

ー講座です。
英字新聞から抜粋した豊富なテキストを使い、好きなジ

ャンルの記事を読んで、大学受験に必要な構文を全部マス
ター！

英語に特有の「見えない構文」が見えるようになります。
講師プロフィール●１９７４年（昭和４９年）京都市生まれ。

塾に頼らず独学で東京大学文科Ⅰ類 合格。東大法学部
卒。京大法学部大学院修士（独占禁止法）修了。

２０１５年（平成１５年）オリックス株式会社を退社後、
ももちパレスにて、小学生向け知能向上塾「地頭練成の
山本倫孝塾」を開講（主宰者注※今全国に広がりつつある
塾に入る前に子どもを賢くする塾）。

ライフワークとして、今年は、月１冊原書を読み、１月は
「HOMO DEUS」を読了（主宰者注※英語力は抜群かつ
小学生の指導を通して「分かりやすく教える術」を日々研鑽
されてある先生の登壇です）。

入試が
終わって
最初の
授業まで
どれだけ
準備できるか？

高校生なら
高校が買わせた
単語帳で
まとまった数（cf動詞）の
単語を覚えてくるだけでも
その後の英語の授業
環境は全く変わる！
しかし
経験値が小さいのか
その事を
教えてくれる
指導者は少ない

プログレスとは●世界覇権を繰り広げた英仏両国は母国語普及に力を入れました。
その産物の一つがプログレスです。老舗の中高一貫校は外国人教師を起用し４技能
英語を当たり前のように教えていました。教材はプログレスとなりますが、検定教
科書との違いは圧倒的な語彙量です。中３まで続けばBook3に進むのですが、も
うレッスン（教室）の様子はさながら英語圏です。昨今、中高一貫校が多く併設さ
れ、４技能英語ができる先生が足りません。公立小中の先生も個人経験頼り。その
ような中、４技能英語の手ほどきを受けたい公立中学生にとって本講座は希少な講
座となるでしょう。ＦＣＳはかつて日曜日朝、高校英語コースがありました。しか
し、覚えて訳すだけで精一杯の高校生が多く「果たしてこれでお金を取っていいの
だろうか」と先生達が言い出し、先生付き自習室で対応することとなりました。中
学時代しっかりした英語の学力が身につければ、毎月発売されるＣNNのニュース
付きCDを繰り返せば相当なスコアが取れます。問題はＣNNにまでいかに到達する
か。本講座はまさにその到達するための３年間なのです



数学の授業の形は
変わっていない

出席番号順にあて、生徒に板書させ、先生が答
え合わせする。

最もオーソドックスかつ先生が一番楽な数学授
業進行である。

このやり方だと生徒は自分のあたった番号の
問題しか解いて来ない。そして、その問題が解け
ない時、クラスで一番真面目な生徒に聞き、写す。

東大に受かる子は
教室の授業進行は円滑だ。しかし、問題を全て

解いているのはクラスでその一、二名（この子達は
使命感を以てすべての問題を解いてくる）。その一
人が附設中に受かり、中学校だと修猷館に受か
り、修猷館だと東大・国立医学科に受かる。

確認テストの正体
問題解説の技量の差はあれ、塾も中高一貫校

（老舗は除く）の授業もその事情は変わらない。
しかし、放置すると塾は結果が出ない。何故

なら、生徒は自分のあたった所しか解いておら
ず、酷いときは写しているだけだから。　

そこで、確認（週）テスト、クラス編制テストを
行い、怠惰を防止しているのだ。

最先端の塾でも・・・
今、塾業界で話題に上がっているのは「自立

塾」。タブレットで学び、確認テストを合格した
ら次の動画が観れるようにする（ほぼ東進？）。

更なる進化は「コーチング」。「to do」を生徒

毎に列挙させる等、猛烈サラリーマンの時間管理、
仕事管理ノウハウを競って塾現場に投入する。

出欠、成績、課金管理を含め、デジタル（Ａ
Ｉ）化し、全国フランチャイズ網を競っている
（まるでコンビニ）。

確認テストであれ衛星（タブレット）であれ
「生徒が自分のあたった所の問題以外を解かない」
旧態依然とした学習形態への対抗措置として編み
出され、課金化、産業化されたものに過ぎない。

すべてが手に入る時代
ここまで読んで頂くと「塾はいらないじゃ

ん」となってくる。
塾教材はヤフオクで落札でき、注意深く待て

ば灘の必殺プリントすらメルカリで手に入る。
YouTube には視聴回数が一千万回を越える

分かりやすい授業もタダで見れる。
「 どれをやればいいか分からない」人にも、知

恵袋等で丁寧に答えてくれ、比較もできる。
勿論、ブランド、合格者数（数字）にお金を

支払うのもいい。
でも、手を動かして、考えなければ、数学は

伸びない！

逆転の発想
クラス１位と同じ事をすればいい

ＦＣＳで初めて学ぶ中学生が最初にやる事は
「観察」だと言う。

周りの生徒は「マシン」のように延々と問題を
解き続けているのに面食らう。

そして、それを真似する。今まで小学校まで行

っていた塾とまるで違うそうだ。
ＦＣＳは逆転の発想。久留米附設中なら A ク

ラス、大濠中なら体系数学、修猷館、筑紫丘な
ら赤チャート、久留米附設高なら青チャートを
教室で解かせ、分からなければ、新しい単元に
入れば、先生がホワイトボードですぐに教える。

数学は順番に解いて行けば誰しも解けるよう
にできている（スポーツとは違う）。ただ、そ
の順序を飛ばしたり、ずるをしたら全く解けな
い。要するに積み上げの経験値の有無、高さを
試す教科。

ならば、クラスの中の一、二名がやっていることと
（到達にかなり手がかかるが）同じ事をすればいい。

しかし、それは中々できる事ではない。教室の中
はそれまでの生い立ちもあり個人差が出る。
他方、苦情を回避するため一定管理が求められる。

そこで生徒、先生共に「手抜き」が生じてしまう。
「今の塾の方が楽だ」求人の季節になると面接で

いつも頂戴する言葉。授業はなく動画を見せて
確認テスト→雪だるまのように動画がたまる。一定
期日が過ぎると課金。一方、動画の内容の質問を
しても動画も見ずに生徒に与えているだけなので
答えてくれない。勿論、学校の類比・赤チャート
とも連動しない（組織内で余計な事はしない）。

このような楽な指導（作業）が日常になると下記
のような生徒（人間）を創る事は最早できまい。

学年がない画期的な理数専門塾・・・・よく質問を受けるのは「生徒の進度がばらばらなのに先生はよく対応できますね？」ＦＣＳは自分のベースで
学校の先取り学習ができる予習塾です。生徒が先生の授業に合わせる授業（スクール）形式と違い「（授業に）落ちこぼれる」ことは理論上ありま
せん。しかし、ご指摘のとおり、同じ事を教える授業と違い、生徒がやっていることは多岐にわたります（マルチ）。マルチ対応するためには先生が
多くの事を短時間で的確に伝える能力を必要としますが（授業形式は楽、先生なら誰でもできる）、幸い、ＦＣＳには高いボテンシャルを持つ先生が
選抜されており、生徒は学年を越えて学校の先取りができるのです（写真は修猷館高校の子に混じって中学生も高校数学を学んでいる様子）。

「私が聞いても分かる。学生時代このような塾があれば私も・・・・」授業の様子を見に来られた市内公立トップ校を卒業した母親の感想

昨年７月実施分進研模試高３数学記述の結果・・・・満点だけど偏差値が違う？継ぎはぎ？フェーク？いや、上は理系、下は文系で他の教科部分は切取して
おり、本物です。上の生徒は公立トップ校に推薦入試内定後入会した生徒。三角比をゼロから教え、一般入試組合流時から二次関数を予習しました。既
に、YouTube上のＦＣＳの授業動画を中学時代から観ていたとの事で気持ちよくフォーカスゴールドを解き終え、入学式前にはセンター過去問（赤本）の
三角比、二次関数部分を解かせてました。もう一人は高校からの中途入会で福岡都市圏にある中高一貫校の生徒。既にできる子だったので更に磨きをか
けました！（ＦＣＳには多くの引き出しがあります）。ＦＣＳには理文共に全国一位ホルダーがいる訳で先生の責任は重大。このレベルの生徒を満足させ
る授業は至難の業ですが、毎週、知的好奇心を満たす指導を行い、その日を待っています。

中学数学予習講座
日程●日曜朝、月曜夕方、火曜夕方、土曜夕方、２月第１週よ

り３月一杯まで二ヶ月間開催
会場●ＦＣＳ藤崎本館（早良区役所正面）
要項●本講座は２月１週目から中学の教材を好きなだけ解か

せる講座です。教材は中学で使う教材（附設ならＡクラス、
大濠なら体系数学）ですが、西南中、付属中、公立中はウィニ
ングプラス等塾教材を使い（希望し、耐える事が認められれ
ば、附設・大濠の教材でも可）、中学数学を先取りさせます。

一斉授業形式は取りません。分からない問題は随時、板書
して、はい解いて、を繰り返して行きます。その子のペースで
進むので「おちこぼれ」と言う概念はありません。その子が
進めるだけ進めるのです。特に受験終了後の熱い頭脳があ
れば、面白いように子どもは解き進めてます（最近、授業が
評判になり「子どもに様子を見せたい」と親子や同業者が視
察に来られます）。

「受験が終わって羽根を伸ばさせてあげたい」と思われ
ている親御さんご家族には不向きな講座かもしれません。

「何故、あの時、勉強していたんだろう（久留米附設
中学校３年生 100 番台・当時）」

もの心つく前に、進めるだけ、進め、貯金を作ってあ
げましょう（学校が始まると貯金は中々出来ません）。

高校数学予習講座
日程●前期（Ｆクラス）2/2,9,16,23,3/2

後期（Ｆ＆Ｕクラス）3/9,16,23,28,29,30
翌毎週木曜日を予備日に当てています

個別説明会●1/31(木)2/2(土)17:40～※Ｆクラス直前説明会
2/14(木)17:40～※推薦入試内定者他、Ｆクラス

編入説明会
3/7(木) 9(土) 17:40～※Ｕクラス直前説明会　　　　　　

内容●前期/三角比 後期/二次関数
教材●高校（中学）で使われる参考書、無い場合貸与
会場●ももちパレス、ＦＣＳ藤崎本館
要項●公立入試組は後期から参加。超難関私立高校合格

者、春から高校数学を本格的に学ぶ中高一貫中学２年生
は前期から参加。高校数学の教材を解き潰し、入学式を
迎えさせる講座です（昨年度は附設は青チャート、修猷
館、筑紫丘は赤チャートをボロボロになるまで解かせて
います）。

授業の模様は毎年 YouTube にアップロード。参加者
の多くは事前に動画を見て来るので高校の教材が面白い
ように解けます（授業もします！収録するので）。

修猷館等推薦入試内定者の中途参加も可（今年度の大
学への数学Ａコース１等賞１席の生徒も推薦入試内定後
この講座参加。高校数学の予習を行っています）。


