
本気で適切な勉強をすれば
英語はできるようになります

まずはホームページよりメールをお待ちしております

※日程・費用・講座等の詳細につきましては、メール又はお電話にてお問い合わせください。※電話に出られないことがございます。その際はホームページよりメールでお問い合わせ頂けますと大変助かります。※詳しくは長谷塾のホームページをご覧ください！

レモンさん

hasejuku@sky.plala.or.jp

富士今泉本校0545-53-7004
開校時間/15：00～23：00　休校/金・土曜日《講習中は変則日程》

～君の夢の実現をサポートすること。それこそが長谷塾の使命です～

長谷塾　静岡

■国公立大学
大阪大学 １名
東北大学 ２名
お茶の水女子大学 １名
千葉大学 ４名
埼玉大学 １名
宇都宮大学 ２名
東京学芸大学 １名
電気通信大学 １名
信州大学 ４名
金沢大学 １名
静岡大学 ５名

山梨大学 ６名
岡山大学 １名
徳島大学 １名
佐賀大学 １名
静岡県立大学 ６名
都留文科大学 １名
高崎経済大学 ２名
京都工芸繊維大学 １名
■私立大学
明治大学 ７名
青山学院大学 １名
立教大学 ４名

中央大学（法） ２名
中央大学 ２名
法政大学 ４名
津田塾大学 ３名
同志社大学 １名
立命館大学 ４名
関西学院大学 １名
明治学院大学 ４名
日本女子大学 ３名
成城大学 ２名
成蹊大学 ２名
北里大学 １名
芝浦工業大学 ７名
東京農業大学 １名

日本大学 ８名
東洋大学 ５名
専修大学 ３名
南山大学 １名
愛知学院大学 １名
■県立高校
富士高校 ２８名
富士東高校 ４３名
吉原高校 ３０名
静岡高校 １名
静岡東高校 ２名

難関国私大英語
高３生

和訳だけができても文章全体
の趣旨は掴みきれません。常に
文章展開を意識し、マクロな視
点とミクロな視点を駆使して読
み進める力が必要です。和訳は
できるが文章が読み切れない
で苦しんでいる人は、是非受講
してみてください。

内　容：長文読解
レベル：★★～★★★

受験総合英語
高３生

なぜ英語の成績が伸びないのか？君は
やるべき事が何かを分かって日々の勉強
に向かっていますか？受験まであと半
年。この夏に能率的な英語勉強法をマス
ターし、英語を得点できる科目にしよ
う。具体的には【前期】マーク模試に向
けた共通テスト英語の解析、【後期】論
理展開⇒文章構造の把握。尚、文法に不
安がある人はお盆特訓の文法講座を受
講してください。

内　容：共通テスト対策＆長文読解
レベル：★★

富士高・ハイレベル英語
高２生

１年時の既習事項であるはずの内容を、
大学受験からの視点で向き合い、その定
着をねらいとします。ただべらぼうに勉
強するのではなく、受験にはどんな問題
が狙われやすいのか、またそのためには
どんな力が必要なのかを知ることは大
切です。富士高生は覚えることが多いは
ずです。この講座で少しでも覚えるべき
事柄の優先順位を知り、今後の勉強に活
かして欲しいと思います。

内　容：文法・構文
レベル：★★～★★★

富士東高英語
高２生

１年時の既習事項を、大学受験からの視
点で向き合い、その定着をねらいとしま
す。ただべらぼうに勉強するのではな
く、受験にはどんな問題が狙われやすい
のか、またそのためにはどんな力が必要
なのかを知ることは大切です。全８回の
授業で、基本文法と重要構文の効果的な
習得ができるはずです。この講座を通じ
て英文の本質的理解を深め、２学期以降
の読解力の向上に繋げていきます。

内　容：文法・構文
レベル：★★

富士高・ハイレベル英語
高１生

富士高の文法進度は非常に速く、１
学期が終わった段階で既習単元の
文法整理が出来ていない人が多く
みられます。また点数は取れていて
も暗記偏重型になってしまっている
のではないでしょうか。この講座で
は１学期の文法既習範囲を、なぜそ
うなるのかを常に意識しながら整
理し、正解に導くことをねらいとし
ます。

内　容：1学期 既習文法の整理
レベル：★★～★★★

富士東高英語
高１生

課題テスト用の教材をベース
に、１学期の文法既習単元の復
習、さらには一文一文の徹底構
造分析により、英文に対する圧
倒的な自信とさらなる興味を引
き出すことをねらいとします。

内　容：１学期 既習文法の復習
                   課題テスト対策
レベル：★★

吉高・星陵高・スタンダード英語
高１生

課題テスト用の教材をベース
に、１学期の文法既習単元の復
習、さらには一文一文の徹底構
造分析により、英文に対する親
しみと自信をつけることをねら
いとします。

内　容：１学期 既習文法の復習
                   課題テスト対策
レベル：★～★★

アドバンスド英語
中１～３生

英検２級レベルのリスニング、
文法、読解をバランスよく扱い
ます。学調対策も行います。

内　容： リスニング・文法
 読解・学調対策
レベル：★★～★★★

ハイレベル受験英語
中３生

全８回を通じて学調対策を行い
ます。学調類似問題を扱い、９
割突破を目指します。

内　容： ９月テスト＆学調対策
レベル：★★

スタンダード英語
中３生

全８回を通じて学調対策を行い
ます。学調類似問題を扱い、８
割突破を目指します。

内　容： ９月テスト＆学調対策
レベル：★～★★

ハイレベル英語
中２生

前期では、２年生の新出単元を
先取りし、新たなる知識の拡大
を図ります。後期では、既習事
項である９月テスト範囲を、演
習形式で行なうことにより、確
実な知識の定着を目指します。

内　容： 9月テスト対策
レベル：★★～★★★

スタンダード英語
中２生

前期では、既習範囲の総復習を
し、現段階における知識の欠陥
の埋め合わせをします。後期で
は、前期授業と夏期宿題の実
践で整理された知識を最大限
に活かし、９月テストに向けて
万全の状態を築くことを目指し
ます。

内　容： 9月テスト対策
レベル：★★

ハイレベル英語
中１生

前期では、１年生の新出単元を
先取りし、新たなる知識の拡大
を図ります。後期では、９月テ
ストでの圧倒的な点数獲得の
ための徹底演習を行ないます。

内　容： 9月テスト対策
レベル：★★～★★★

スタンダード英語
中１生

前期では、既習範囲の総復習を
し、現段階における知識の欠陥
の埋め合わせをします。後期で
は、前期授業と夏期宿題の実
践で整理された知識を最大限
に活かし、９月テストに向けて
万全の状態を築くことを目指し
ます。

内　容： 9月テスト対策
レベル：★★

ハイレベル英語（英検４級）
小学５・６生

前期４回で英検４級レベルの文
法・リスニングを習得します
（インプット）。そして後期４回
で英検４級の過去問を使って実
践問題と向き合います（アウト
プット）。１０月実施予定の第２
回英検での合格を目指します！

内　容：英検４級レベルの文法
　　　　 リスニング
レベル：★★～★★★

スタンダード英語（英検5級）
小学５・６生

前期４回で英検５級レベルの文
法・リスニングを習得します
（インプット）。そして後期４回
で英検５級の過去問を使って実
践問題と向き合います（アウト
プット）。１０月実施予定の第２
回英検での合格を目指します！

内　容：英検５級レベルの文法
　　　　 リスニング
レベル：★～★★

本気の夏　　気合の夏
夏期講習講座

お盆特 訓 講 座！！

もし君が現状から一歩でも抜け出したい！
新しい自分に変わりたい！
変わらなくてはいけない！
本気で思っているのなら
今すぐに新しい一歩を踏み出そう！
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受験生にはお盆特訓も
準備しています！

過去を振り返っている
　　　    時間はない

さあ、長谷塾で

を送りましょう！
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！ 限られた時間の中で

今の君が最優先して
「やるべきこと」を
明確に指示します！

時間がない
受験生には

８０分×４日＝￥1,000

長谷川 雅彦
Masahiko Hasegawa

情熱英語講師・人生のサポーター

　学生時代から塾講師をこなすなかで、真の英語の面白さに気付き、
大卒後渡米。ケンタッキー州の公立高校に赴任し日本語教師として教
鞭をとる傍ら、外国人のための英語教育を受け、英語教育に目覚める。
　帰国後、首都圏の受験予備校大学受験科で数多くの受験生を合格
に導く。200９年３月より富士市今泉に『大学受験英語 長谷塾』を開
校。『長谷塾』開校後も、学校現場を知るため静岡聖光学院高での非
常勤講師、理想的な英語教育追求のため常葉大学大学院での英語
学・英語教育学研究を経て、更なる高みを求めて自己研鑽中。楽しく、
明快な情熱授業で、生徒と共に夢を追い続ける。

９月の学調で高得点を取ることに特化した講座です。過去問や類似問題を使い、と
にかく量をこなします。また生徒たちの間で苦手意識が目立つ長文読解、作文で
は、多くの問題をこなす中でみえてくる、解法へのアプローチの一貫性を明示し、定
着させることを目指します。前編では、基礎から標準問題を、後編では標準から応
用問題を扱います。定期テストで平均点を越えていることが受講条件となります。

中３生 学調対策演習英語 内　容：学調対策
レベル：★★

構文と論理展開を軸に、文章展開を意識しつつ英文を読み進める技術の再
確認を行います。どういう視点で英文読解と向き合うべきかを常に思考しな
がら、受験読解問題の攻略の土台を築きます。

高３生 Logical Reading
（ロジカル・リーディング）

内　容：長文読解
レベル：★★

１日完結８０分×４回 (お盆ターム内）

前期８０分×４日
後期８０分×４日

選択問題処理力にとどまらず、文法の本質に迫ることで長文読解にも活き
る英文法の習得を目指します。
《動詞の型・時制・準動詞・接続詞・関係詞・助動詞・仮定法》

高３生 読解のための英文法 内　容：文法
レベル：★★

小５・小６ 中学生 高校生

合格実績（2011～2022年度） 最近のテスト成績上位者
４５点以上 【６月テスト】 ・・・１名
４０点以上 【６月テスト】 ・・・２名
３０点以上 【６月テスト】 ・・・3名
５０点満点 【６月テスト】 ・・・１名
４５点以上 【６月テスト】 ・・・３名
４０点以上 【６月テスト】 ・・・１名
３０点以上 【６月テスト】 ・・・2名
４５点以上 【６月テスト】 ・・・３名
４０点以上 【６月テスト】 ・・・１名
３５点以上 【６月テスト】 ・・・１名

中3

中2

中1

富士高 【１学期中間】 ・・・学年８４位、９８位
富士東高 【１学期中間】 ・・・学年４位、８位、１５位
  　　２７位、４８位、６９位
三島北高 【１学期中間】・・・学年２８位
富士高 【１学期中間】 ・・・学年２５位、８８位
富士東高 【１学期中間】 ・・・学年１位、４０位
吉原高 【１学期中間】 ・・・学年１７位
星稜高校 【１学期中間】・・・学年８位

高２

高1

1976年生まれ。
早稲田大学人間科学部卒業。英米言語文化修士。

※小学生は50分、中学生は60分授業です
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！


