
•てらこやこだまは、中学校の授業を大切にし、主体的に自学していく姿勢を教え
ています。中学生の定期試験などに向けては、これ以上はできないほどの万全の
対策を行えるような学習環境を創ることができるように計画的に導き、生徒と共
に全力を尽くしています。内申点の評価は中学入学時から始まります。ですから、
小学生も同じ意識で、中学生になるまでに何ができるかを自分で考え、自分のた
めに学習する喜び、更に人のために勉強する喜びを知ることができる指導を行い
ます。また、自分の学習到達がどの段階にあるのかを把握し、より高い目標成就
のために、英検・漢検・数学検定の３検定に挑戦し、学力を向上させていきます。

🔵自律型の生徒を育てます🔵自律型の生徒を育てます

•国や地方自治体による小学生英語は、本格的なトレーニング型の英語教育へと
移っています。本年度は小学校において、英語が教科化されるように学習指導要
領が完全実施される年です。英語に強い子供たちを育てていきたい教育改革は、
小中高大の入試にも大きく反映され、ここに応える力が求められてきます。本物
の英語力や発信力は、高校入試や大学入試を第一歩としても、これからの人生の
あらゆる場面で問われるのは間違いありません。私は本気で日本の英語力を上げ
る授業展開をしています。てらこやこだまは、皆様の英語力向上を約束します。

🔵英語力向上を約束します🔵英語力向上を約束します

•てらこやこだまが３検定の「資格取得」に力を入れているのは、受験に有利なだ
けでなく、将来に向けての学力向上の土台作りになると考えるからです。どんな
お子様にとっても目標を成就させた時の喜びは大きく、自分の努力で乗り越えた
という実感と体験は、「誠実な努力は報われるのだ」という貴重な自信に繋がっ
ていきます。てらこやこだまは、日本・世界の将来を担う生徒さんに期待し、
「世のため、人のために」と、世界をリードしていく心意気を育てます。私にで
きるすべてのことを尽くして、生徒さんと共に真摯に励みます。

🔵誠実な努力の大切さを教えます🔵誠実な努力の大切さを教えます

学習塾･英語塾

●福岡市 浄水通 ●2017年9月開校 ●集団･個別指導塾

ご入学、新学期に向け学習塾･英語塾をご検討中の小･中･高校生､保護者様

苦手･･、嫌い･･、普通から、

へ変わる。

苦手･･、嫌い･･、普通から、

へ変わる。

てらこやこだまの特色

お気軽にお問い合わせ、ご相談ください

こだま まで

info@terakoyakodama.com

授業中などで、お電話がつながらないときはメールください。
折り返しこちらからご連絡申し上げます。
（メール設定により返信ができない場合がございます。
設定をご確認くださいますと幸いです。お電話番号を
お知らせくださいましたら、こちらからお電話申し上げます）

てらこやこだま

〒810-0028
福岡市中央区浄水通2-6
●西鉄バス 56  58

九電体育館 or 教会前 下車すぐ
●地下鉄 薬院大通駅 徒歩８分

2020年度コース
〔 〔2020.3月 ∼ 2021.2月〕
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※詳細は裏面をご確認ください

対 象：新小・中学生の保護者様
時 間：１４：００∼１５：００

週１回の塾です！
(中1・中2)

講習会(春･夏･冬)は、
先取りで学べるため
学校の授業が
楽しくなります！

ホームページでは、曜日や月謝
などの詳細がご覧いただけます

英語クラス、新設しました！

てらこやこだまは、責任者のこだまが直接教える、愛のある本気の塾です

BASICクラス👆

学ぶワクワクを知る！ 英語が大好きになる！ FUKUOKA to the World！

定員制

定員制

今回は、新しく入塾をご検討されて
いる方へのガイダンスとなります

数学につなぐ
最も大切な
基礎力をみがく
特別クラスです

集中して学ぶから、
勉強のやり方がわかる

学習リズムがつくれるから、
自律的学習習慣が確立できる



🔵英語 ADVANCED (準2･2級) → 英検準２級・２級を目指すクラス （参加には3級合格程度が望ましいです）

🔵英語 ADVANCED (4･3･準2級)→ ４級の基礎を徹底しつつ、英検３級・準２級を目指すクラス（基礎から勉強します）

≪英語ADVANCEDクラス新設のおもい≫
教育とは何か？ その答えの一つに、「学習する皆様におもいを託して、未来を拓くこと」があるならば、私は巡り合わせをもった皆様に、感謝はもちろん非常に大きな期待をしてお

ります。では、世界を担う子供たちにはもちろん、我々大人も含めた日本に、真に必要な教育のために、何が大切なのでしょうか？
この世界には解決が困難(アポリア)とされる問題群がたくさん存在します。人類がより大きな共通性をもつに至っている、この国際化時代における明るい未来には、18世紀プロイセン

王国の哲学者イマヌエル・カントらが考えたような、新たな、積極的な意味でのコスモポリタニズム（世界市民主義）の視点も改めて必要になるのでは、と考えることがあります。確か
に理想を言うことは簡単で、解決は困難かもしれませんが、特定の政治体制や宗教ではなく、あらゆる文化に通底する「間人間的＝普遍的な倫理」の意味を私は考えることがあります。
実際に私たちは、すでに異なる文化、異なる宗教に属する人たちと関わっており、人間的な相互コミュニケーションを形成しています。自分と他者が相互理解できるために、必要なこと
は何であろう？私もこれを、考え続ける毎日です。もしかしたら？、おそらく？、否きっと、人と人とをあたたかく繋ぐ可能性が英語に？ 皆さんに期待してこの英語教育の可能性を、
私は心から信じています。
2017年9月、同じ時を、同じ地球に生きる地球人として、英語を通じて世界を拓く、教育をというおもいから、「英語が大好きになる！」「学ぶワクワクを知る！」「FUKUOKA to the 

World!」という３つの願いをこめて、てらこやこだまという、英語教室を私はOPENしました。心と心を美しく繋ぐコミュニケーションのために、英語４技能の根幹にある、コミュニケー
ションする意志の可能性を私は信じるおもいからです。ここでは詳述しませんが、この３つの願いの背景には、古代中国の『論語』があります。英語で負けない日本の生徒たちを導き、
世界に寄与する生徒を育てるおもいから、てらこやこだまをスタートさせた次第でありました。やがてすぐに大変有難いことに、英語だけではなく、他教科を教えてくださいというお声
を頂戴しました。てらこやこだまは、0歳から70歳までのたくさんの生徒様に恵まれ、小中高大の受験はもちろん、漢文、ラテン語、小論文、ディベート、哲学など、様々な指導に携わ
る喜びが今この教室にあり、心より感謝申し上げます。こうしたご期待の一方、昨春４月にスタートした、大切な思いを託す塾クラスの現状として、複数科目の指導をさせていただくな
かで、どうしても中学校の授業を最優先するための時間制約から、英語の正しいトレーニングのための学習法など、絶対に指導させていただくべきおもいのお子様への優先が充分に届け
られていないという現状もありました。これに応えるべく、世界で、愛しながら闘うことのできる、英語に強いクラスを育てていきたいと願います。
このようなおもいから、英語に特化した二つのADVANCEDクラスを設けました。私は皆さんを本気で導き、皆さんの英語力向上を約束します。皆さんも本気で頑張ってください。新しい

世界が拡がる喜びを一緒に楽しみましょう！

🔵【 準２・２級クラス目標】：☑ボキャブラリーを圧倒的に増やす。 ☑英語を英語のまま把捉するルールを徹底する。 ☑発音を矯正していき、発音記号を学び、音に自信をもつ。
☑英語の音と形を一致させてスピードを上げる。☑NEWSなど世界中の出来事に対して、英語で考えて、英語の発信を楽しむ。 ☑英語脳を鍛える。

🔵【4・3・準2級クラス目標】：☑英語が大好きになる。 ☑英語の正しい学び方を知り、自学できるようになる。 ☑フォニックスをたのしみ英語の文字と音のルールをみにつける。
☑基本ボキャブラリーを増強する。☑フルセンテンスで英語の応答ができる。☑基本英文法（品詞の役割や語・句・節）を完全マスターする。

以上のように、皆さんの英語４技能を導くために、新クラスにもかなりのおもいを持ってこれを用意する決意をしましたので、楽しみにしていてください。

お気軽にお問い合わせ、ご相談ください

こだま まで

info@terakoyakodama.com
授業中などで、お電話がつながらないときはメールください。
折り返しこちらからご連絡申し上げます。
（メール設定により返信ができない場合がございます。
設定をご確認くださいますと幸いです。お電話番号をお知らせ
くださいましたら、こちらからお電話申し上げます）

てらこやこだま

〒810-0028
福岡市中央区浄水通2-6
●西鉄バス 56  58

九電体育館 or 教会前 下車すぐ
●地下鉄 薬院大通駅 徒歩８分

てらこやこだま 塾生の声

皆さん、こんにちは。「てらこやこだま」塾生の栗秋大志郎といいます。普段は航空自衛隊で勤
務する４１歳の普通のおじさんです。これまで英語に強い苦手意識を持っていた私が、「てらこや
こだま」で学ぶことで、英検 2 級に合格できました。先生への感謝と、同じように学ぶ皆さんに
何かの参考や励みになればと、記します。

私が「てらこやこだま」の門をたたいたのは、2017年11月です。学生時代は勉強が苦手な私が
「てらこやこだま」で、1から英語を学び始めて、１年数カ月で、英検２級に合格。改めてみると、
短期間の間でかなり成⾧できたんだなぁって実感しています。今は、英語に自信を持ち、外国人と
も堂々と英語を話すことができるようになりました。英語がくれた「夢」をもって、新しい目標に
向かって頑張ろうと決意しています。こんな私が英語に興味を持ったのは、趣味の写真がきっかけ
で海外旅行に行くようになったからです。今までに２０か国を一人旅してきましたが、常に障害と
なってきたのが 私の自信のない語学力でした。今の時代「スマホがあれば大丈夫」と思っている
方も多いと思いますが、私は自分の言葉で伝える事が大事だと思っています。コミュニケーション
も旅行の楽しみの１つだからです。

でも、英語力をみにつけるにはどうしたらいいのでしょう？ 私も何から手をつけたらいいのか
分からなく、いろいろな教材を試してみました。しかしながら、どれも成果がなく⾧続きしません
でした。今になってわかることは、どの教材を選ぶにしても基礎がしっかりしていないと理解はで
きないということです。 皆さんには「え？こんなこともわからなかったの？」って思われてしま
うかもしれませんが、「てらこやこだま」での最初は、「１つの文に動詞は１つだよ」ということ
を徹底的に教え込まれました。本当にまったく何も分からなかったのです。（泣）

まず、自分の脳を英語脳とする英語を英語でつなぐ回路をつくるために、日本語を捨てて、英語
を英語のまま捉えるということを知りました。「英語の音と形が大事だよ」ということを知る、英
語のトレーニング型英文法を徹底的に鍛えられました。 今までは、自分の知識の引き出し方が下
手でどのように勉強を進めていったらいいのか 全く分かりませんでした。しかし、こだま先生が
いろいろなコーチングで、私の知識や 能力を引き出してくれ、気がついたら何となく話せるよう
になり、「あれ？また英検合格 しちゃった」って感じでした。これが、先生の凄いところだと思
います。それぞれの苦手分野に即座に反応し、そして、それを克服するための最善の方法を伝授し
てくださります。私は先生にただ付いていくだけでした。語学に限らず全ての事において基礎が大
事だと教えてもらったような気がします。英検２級の到達レベルは、高校卒業レベルといわれてい
ますが、実は、私はまだ中学校で習う英語しか知りません。それでも基礎をしっかりと身につけて
いれば、今回のように基礎英語だけでも英検２級に合格することができました。

こだま先生と出会って自分の人生、価値観が大きく変わり本当に感謝しても感謝しきれません。
あんなに勉強が苦手で、学生時代は先生にダメ生徒のレッテルを貼られて、まともに学校に行って
なかったのに、今は勉強する事の楽しさを学び、そして人生で初めてちゃんとした目標、夢ができ
それに向かって頑張っていけています。それも全てこだま先生に出会ってから、先生がいろいろな
アングルから私の能力を引き出していただいたおかげだと思っています。今後の私の目標は、メ
リーランド大学の分校（米軍の軍属大学）に入学し卒業することです。そして、英検１級を取得す
る事です。これからまだまだ険しい道のりの、すごく大きな「夢」ですが、実現するためにも努力
を惜しまずに頑張っていきたいと思います。「夢」を諦めずに努力を惜しまないで頑張ります。

2019.7.25

ホームページはこちら👇

🔵春の学習ガイダンス テーマ

「学習指導要領改訂のポイントを理解して

ほんとうに子供のためになる学びを考える」

※ご参加いただける人数には限りがあります

≪ テーマをもとに、一緒に考えてみませんか ≫ 

１．2020年度 てらこやこだま塾方針の説明

２．十年に一度の大改訂—― 指導要領改訂の要点確認

３．普通の成績から、難関校に合格していく生徒たちの学習の姿とは？

４．必ず学力向上できる、算数、数学の勉強のやり方と学習習慣のつくり方

５．英語の正しい学び方とは？ 上達の秘訣について親も知っておきたい理由

👇ご参加
人数

👇予約
No. 学校名 新学年

ふ り が な

生徒氏名

名

※事前にご予約の上、ガイダンス参加時にお持ちください
予約No.欄は、ご予約時にお伝えします番号をご記入くださいますようお願い申し上げます

今回は、新しく入塾をご検討されて
いる方へのガイダンスとなります

自信を持って
第一志望校に

合格できました!

第一志望校 祝合格☆
中３女子試験終了後の喜び
合格発表前夜の声です👇

高校生以上の大人も学べる新クラス設置！ ２０２０年 新コース

英検５級からスタートした大人の生徒様

英検２級合格後の声です👇


