固人生でもっとも大切な能力を るチャンス

見てください。

中津市枝町/大分市長浜町

￨国公立大学￨
名
東京大学・..........
・
・
・
・1
(中津南高校出身)

口どの大学がよい大学なのか分からない。

大分校、中津校の今年だ1
1
の結果です。

久恒歩君
東京大学合格

口効率のよい勉強方法を教えて欲しし、

いため︑自分の点数がわかるテストとい
う手段が最も有効で効率的な受験勉
強の手段だと思います︒点数によって
自分の成長を知ることができ︑やる気
も生まれます︒
この文章を読んだ方は︑ぜひリトルの
門をたたいてみて下さい︒そこにはどん
なに高い志望でも︑共に計画をたてサ
ポートしてくれる先生方や切薩琢磨し
あえる仲間達がいます︒そして自分の志
望への道筋がしっかり見えてくるでしょ
う︒目標が定まっていなくてもリトルで
なら最高の目標を見出せます︒
リトルの玄関には過去の合格者たち
の名前が連ねられています︒そこに名
を連ねたいという思いだけでリトルに
入った私のように︑ぜひ気軽にリトル
に来てみて下さい︒ともにリトル生とし
て名を刻みませんか︒

中津校 :0979
・
22・
4761
リトルアメリカ教育
大分校 :097
・
560
・
4235センターのブログを

ようになっていました︒結局︑その賞金
レl スで私は賞金を取れなかったので
すが︑剛先生は私のことをものすごく
褒めてくれました︒その日をきっかけに
私はほぼ毎日リトルにいくようになり
ました︒
私は︑高校二年生の時にリトルアメ
リカ中津校・大分校の共同企画である
ニュージーランドへの短期留学に参加
しました︒初めての海外ということで
緊張していましたが︑事前にデイプテイ
先生と英会話表現や︑発音の練習をさ
せてもらえる機会を設けていただいた
おかげで現地の方々と恐れず会話をし
ていくことができました︒受験のため
だけの英語でなく︑生活の中で使う英
語に実際に触れることができました︒
このとき︑英語が改めて好きになり︑今
後の勉強に対するやる気につながりま
した︒
また︑私は英語が話せるようになり
たいという気持ちが特に強くあったの
で︑﹁リスニング﹂の授業にも積極的に
取り組みました︒﹁リスニング﹂は聴く
力が上がるだけではなく︑長文を読む
力の向上にもつながります︒ TOEI
C の教材など難しいものもあります
が︑﹃会話文﹄などの楽しいものもあり︑
リスニングの教材も豊富です︒
私も︑高校三年間で目標としていた
﹁英語で一番を取る﹂︑﹁志望校に合格す
る﹂という目標を達成することができ
ました︒リトルで過ごせたことに自信
と誇りを持ち︑新たに始まる大学生活
でもより一層の努力をしていきたいと
思います︒

口成績はよくないが、よい大学には行きたい。どうしたらいいんだろう。

末吉愛実さん

リトルアメリカ教育センター

重松太樹君

注)英検二級合格の英語力は、高校卒業程度とされています。

慶慮義塾大学合格

口中学生のうちに、英検2
級を取得したい。

﹁君はどれぐらいのぺlスで単語を覚え
るの?﹂最初に由紀子先生から質問さ
れました︒僕は学校の単語テストが 一
週
間で一OO個分だったので︑全部覚えて
いるわけではないですが﹁週一OO個で
す﹂と︑精一杯見栄をはって言いました︒
しかし︑ここで思いもよらない答えが
返ってきました︒﹁うちでは︑一日一OO
個覚えるのよ︒﹂最初は聞き間違えか
と思いました︒﹁一日一OO個︑できるわ
け無いだろ﹂これが僕の当時の内心で
す︒しかしやり遂げてきた数々の先輩
の例を紹介され︑自分もできそうだと
思うようになってきました︒話を聞い
た後﹁ここなら頑張れそうだ﹂と思った
のです︒
その後︑リトルのシステムの概要を︑
阿部先輩に教えてもらいました︒それ
はパソコンからいつでも自由な範囲問
題を出せるという画期的なものでし
た︒先生の話を聞き︑また頑張っている
阿部先輩の姿を見て︑それから一週間︑
全力で﹁フロウンうんち単語帳﹂をや
り︑仕上げることができました︒ここ
で︑僕はすきま時間(学習時間の聞の
休憩︑学校の十分休み等)の有効利用
を体得したのです︒
一冊仕上げた後は早かったです︒リト
ルで与えられた単語帳をものの一ヶ月
程で終わらせた僕は︑長文のテストも
受け始めました︒最初のテストの点数
は悲惨なもので三十七点です︒今でも
覚えています︒しかしこれも先生から
教えてもらった﹁同じ文章を何度も繰
り返し読む﹂という方法が功を奏し︑
リトルの長文のテストの点数は安定し
はじめました︒
そして︑リトルの授業を受け初めて
最初の模試がやって来ました︒今まで
模試で地の底を行っていた英語がなん
と三十番台まで上がっているのです︒こ
んなことつであるのかと本気で思いま
した︒
入試が近づくにつれて︑皆一丸となっ
て受かろうと努力する雰囲気ができあ
がりました︒高校三年になってからのこ
とは︑正直書くことがありません︒とい
うのも︑リトルのやり方が正しいと信じ
て︑高校二年と同様に︑コンスタントにや
るべきことをやっただけだからです︒
そんなこんなで入試前日︑先生に感謝
の言葉を述べて︑福岡へ出発しました︒
入試本番︑個人的には︑九大英語は
難化していたのですが︑落ち着いて解く
ことができました︒英語は最初の科目
です︒英語が解けた安心感で次の数学
もベストコンディションで解くことが出
来ました︒物理化学で少し失敗しまし
たが結果合格︒センターのアドバンテー
ジもあり︑英数で逃げ切りました︒先
部
生には感謝してもしきれません︒(一
抜粋︑全文はブログにて)

まずは悩みを解消しまし よ つ

九州大学医学部医学科合格

口難関大学・志望校に合格するための勉強方法を知りたい。

(久留米大学附設高校出身)

口勉強時聞はとっているのに、なぜだか成績があがらない。

(中津南高校出身)

口英語の成績を上げたいけど、勉強方法がわからない。

西南学院大学・・・・・・・・・・・ 1
名他

このような方は、ぜひご相談ください。

まず最初に︑僕の英語の成績を地の
底から引き上げてくださった︑ G O先
生に感謝の意を述べたいと思います︒あ
りがとうございました︒
僕は中学受験をして中高一貫校に合
格︑最初は﹁よし︑ここまで来たんだ︑勉
強頑張るぞ︒﹂と意気込んでいました︒
しかし︑それは長くは続きませんでし
た︒高校受験がないのです︒中学二年の
末期あたりから︑勉強を放り投げて
ゲlム三味の生活をはじめました︒そ
んな生活が高校一年の夏休み前まで続
きました︒実は英語は︑夏休み以降も
学校の予習しかせず︑地の底を行って
おりました︒正直英語について僕は諦
めかけていました︒
そんな時︑ボーイスカウトで仲が良
かった原くんのお母さんからリトルア
メリカの紹介を受けたのです︒そして︑
高 校2年生のG W中に︑ここリトルア
メリカ中津校の門をくぐりました︒

口学校の教科書だけでは物足りない、
大学入試、そして将来のために、英語・数学を先取りしたい小、中学生。

￨私立大学￨

私がリトルに入ったのは︑高校に入
学してすぐでした︒入ることを決める
前に︑見学にいった際に︑剛先生と由紀
子先生とお話をさせてもらいました︒
初めに将来の夢を言った時︑剛先生か
ら﹁あんた︑慶臆に行きない(行きなさ
い)﹂と言われた時は︑私自身とても驚
いて︑私なんかは無理だろうと思ってい
ましたが︑初めて会ったのに本気で言っ
てくれているのが嬉しくて︑このリトル
に入って勉強したいと強く思いまし
た︒また︑いっしょに話を聞いた父と母
も先生方にとても魅力を感じ︑即座に
﹁リトルで頑張ってほしい﹂と思ったそ
うです︒
私がリトルで初めて本気で頑張ろう
と思えたきっかけは︑リトルに入って初
めての﹁フロウンうんち英単語帳﹂の賞
金レl スでした︒剛先生と由紀子先生
に﹁あんた賞金取りないよ1︒何回も何
回もテストして覚えな1 い︒﹂と会うた
びに言ってもらえたので︑だんだん本気
で賞金を目指して︑毎日単語を覚える

{親御さんだけ、生徒さんだけ、親子一緒、いずれにも対応します!)

青山学院大学・・・・・・・・・・・ 1
名
立命館大学・..........
・
・1
名
成醸大学・・..........
・
・
・1
名

毎週土曜日 1
3:30‑16:00

小さな寺子屋、 υ
トルアメ υ
カ教育センターの

みなさんは︑塾というものにどんな
印象をお持ちですか︒勉強だけすると
ころ︑あるいは︑学校と同じような授業
だけがされるところと思うのではない
でしょうか︒
しかし︑リトルアメリカはそんな塾の
印象を変えてくれる場です︒他塾によ
くあるように︑能力の異なる同学年の
生徒が︑教育の平等という名のもと︑マ
ニュアル化された授業を 一方的にされ
ることはありません︒そもそも憲法
上︑教育の平等には﹁その能力に応じ
て﹂という条件が付されています︒
リトルアメリカの授業は学年別では
ありません︒努力次第では下級生が上
級生と共に授業を受けることもでき
るため︑各自が追い抜こう︑追いつかれ
まいと一生懸命勉強します︒その上︑テ
ストでは賞金が出るなど︑勉強に競争
原理が取り入れられているためリトル
生は嫌でも勉強してしまいます︒そこ
まで競争原理を取り入れると人間関
係の薄い︑殺伐とした空間になるので
はと言われますが︑リトルの生徒たち
は学年を越えた強い仲間意識を持って
います︒
なぜならリトルでは週に一回授業後
に皆で食事をしたり︑定期的に生徒主
体で食事会をするため︑お互いをよく
知ることができるからです︒
またリトルの授業は︑先生方が英語
以外にも自身の人生談などをしてくだ
さるので非常に楽しく︑受験以外でも
役に立つ様々な教訓を学べます︒
さらにリトルでは生徒が毎日︑自主
的に自分のやりたいテストを受けるこ
とができ︑先生方が深夜十二時までも
採点︑指導してくださいます︒このおか
げで知識をしっかり定着することがで
きます︒テストが嫌いな人や点数を出
すことを否定される方々もいるかもし
れませんが︑受験においてはどんなに努
力しても点数を取らなければ意味がな

E韻~I藍E誼厘虚誕誼当法孟冨圃

慶慮義塾大学・・・・・・・・・・・ 2
名
立教大学・..........
・
・
・
・2
名
名
関西学院大学・・・・・・・・・・・ 1
同志社大学・..........
・
・1
名
名
津田塾大学・..........
・
・1

I
m
U
f
l
m
m
'学習相談

九州大学医学部医学科・・・ 1
名
名
大分大学医学部医学科・・・ 1
名古屋大学・..........
・
・1
名
名
広島大学・・..........
・
・
・3
名
熊本大学・..........
・
・
・
・1

E璽盟墨璽盟国哩・

名
九州工業大学・・・・・・・・・・・ 1
名
北九州市立大学・・・・・・・・・ 1

ご家族だけで話し合っていても、
良い答えが見つからないのではありませんか。

(2m
年￨
リトルアメリカ合格実績￨

