
新年度新年度  

３月３月77日日  
授業スタート授業スタート  

 

 

 

 

 

 

「子どもたちの将来を見据え、時間をかけてその能力を引き出し、

大きく育てていく教育」こそ、アトラスが目指すものです。この指

導理念のもと、多くの生徒たちが、進学した各中学校や高校でクラブ活動等に取り組みながらも、上位の成績を収め、最終的に自ら望む進路を、自らの

力で勝ち取っています。アトラスでは、真剣に生徒の学力を伸ばそうとする講師と、真剣に学習に取り組む生徒たちとの間で、時には楽しみながら、緊

張感のある授業が展開されています。将来に思いを馳せ、ともに学び、ともに成長していこうと考える皆様のご応募をお待ちしています。 

中学部も担当している講師による、将来を見据えた確かな授業！ 

● 国 語 （すべての学習の基礎となる国語力を養う） 
『国語Ⅰ』 文章読解を中心に「正しく読み」「正しく考える」力を育てます 
文章読解演習を中心に、音読なども授業に組み入れ、本文から主題・心情を「正しく読む」

こと、設問に対して「正しく考えること」をテーマに指導します。 

『国語Ⅱ』 漢字・知識事項を中心に「語彙力」を高めます 
漢字の学習を中心にことばの知識の習得に力を注ぎます。ことばに
対する興味を深め、継続して学習に取り組む習慣を育みます。 

■ 算 数 （自ら発想し考える算数力を養う） 
『算数Ⅰ』 図形を中心に「思考力・応用力」を育てます 
角度・面積・体積などの図形、および文章題を中心に難易度の高い問
題にも取り組み、思考力・応用力を身につけることを目指します。 

『算数Ⅱ』 「確かな計算力」と「数のはたらき」を習得します 

計算テストとそのやり直しを反復練習することで、正確かつ速く計算できる力を養います。
また、「倍数・約数・割合・比」といった重要単元に十分な時間をかけて取り組みます。 
 

 

新指導要領により大きく変わった英語学習に完全対応！ 

４技能の中でも習得に時間がかかる「読む・書く」ことに力点を置き、将来的に英
語学習を円滑に進められる土台作りをおこないます。「英語を得意教科にできる」
生徒の育成を目標に指導します。 

■小学英語コース 小５クラス 
内

容 

文法用語の説明から始め、初歩的な英文の構造やルー
ルを指導することで、丸暗記するのではなく、「理解し
て読む力・考えて英作文を作る力」を養成します。 

■小学英語コース 小６クラス  

内

容 

動詞変化を含む少し複雑な英文のマスターを目指して指導します。つま
ずきが出やすい文法事項を丁寧にわかりやすく指導することで｢英語
を得意教科にできる力｣を養成します。 

※英語コースのみの受講も可能です。 

※英語の授業は４月開講です。３月に「無料体験レッスン」をおこないます。 

参加をご希望の際は、お電話(0742-71-0738)にてご予約をお願いいたします。 

国語・算数・英語 錬成３科コース     新小５・６年 国語・算数 錬成２科コース  ３月７日開講  新小４・５・６年 

アトラスでは、コロナ禍において塾生の健康・安全を第一に考えるとともに、最大限の教育サービスを提供するため、保護者の皆様のご理解・ご
協力を得ながらＷｅｂでの授業も実施しています。アトラスのＷｅｂ授業は録画した授業を一斉配信する映像授業とは異なり、対面授業と同様に今
まさにおこなわれている授業をご家庭のパソコン、タブレットやスマートフォンを使用して双方向で受けていただけるシステムです。昨年度から導
入したＷｅｂ授業ですが、その日の各ご家庭の状況に合わせて受講できることもあり、ご好評をいただいています。アトラスでは当面の間、通塾に
よる対面授業とＷｅｂ授業を併用しますので、授業の受け方は各ご家庭で選択してください。 

 

アトラス高等部に在籍している生徒たちは、その多

くが部活動との両立を図りながら、大学進学に向けて

勉強に打ち込んでいます。大学受験において納得のい

く結果を出すためには、常に自分の現状を把握し、真

摯な姿勢で課題に取り組み続けなければなりません。

アトラスでは、一人ひとりの志望校合格に向け、そう

した取り組みが存分におこなえる環境を整え、職員一丸となって第一志望現役

合格を応援しています。さて、高等部では新高２・高３生の新年度授業を３月

から開始しますので、これにともない塾生を募集します。入塾に際しては、随

時、個別説明をさせていただきますので、アトラス第二教室までご連絡くださ

い。また、ご希望の方は体験授業を受けていただくことも可能ですので、お問

い合わせください。 

アトラス第二教室（高等部） TEL 0742－71－0739 

 

すべての大学入試に対応できる、３つの学び方 

ライブ授業 高い指導力の講師が担当する集団授業 

個別授業 きめ細やかなマンツーマン指導（講師１：生徒１） 

ｅトレ 生徒一人ひとりに対応したプリント学習システム 

自由に３つの授業から選択でき、目的や目標に合った学び方が必ず見つかります！ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

高等部卒業生の主な進学先［過去５年］ 
■国公立大学（医学部医学科を除く） 

京都大学 2名 京都工芸繊維大学 1名 

大阪大学 3名 大阪市立大学 1名 

神戸大学 1名 大阪府立大学 2名 

三重大学 1名 大阪教育大学 4名 

福井大学 1名 奈良教育大学 4名 

信州大学 1名 奈良県立医科大学（看護） 2名 

岡山大学 1名 ■国公立大学（医学部医学科） 

広島大学 1名 福井大学 (医学部医学科) 1名 

■私立大学 

関・関・同・立 12名 同志社女子・京都女子 5名 

産・近・龍 12名 青山学院大学 1名 

京都・神戸薬科 2名 その他有名私大へ多数進学 

新新年年度度  

３３月月  
ススタターートト  

❖大学入試結果速報（推薦入試） 
○京都府立大学 生命環境学部 （南陽高校） 

○同志社女子大学 生活科学部 （郡山高校） 

○同志社女子大学 生活科学部 （京都教育大附属高校） 

○近畿大学 理工学部   （南陽高校） 

○龍谷大学 法学部   （南陽高校） 

他、有名私大に合格！おめでとう！ 

現
役
で
の 

志
望
校
合
格
を 

目
指
す
！ 

 

お問い合わせをいただいたお一人お一人に「個別説明」をさせていただきます 
「入塾テスト（小学部・中学部）」は随時、受付・実施していますので、お申し込みをお願いします 
入塾などに関するお問い合わせについては、お問い合わせいただいたお一人お一人に「個別説明」をさせていただきます。また、入塾に際して、小学部は「国語・

算数」、中学部は「英語・数学」の『入塾テスト（現状の学力を見させていただくためのものです）』をおこなっており、随時、受付・実施しています。高等部・個

別指導部については、入塾テストはなく、ご相談のうえ、ご希望に合わせた受講形態を選んでいただけます。 

第一教室（小・中学部）ＴＥＬ ０７４２－７１－０７３８ ／ 第二教室（高等部・個別指導部）ＴＥＬ ０７４２－７１－０７３９ 
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アトラス中学部では、「内申の確保」「実力の養成」「志望校合格へ」のテーマの
もと、経験豊富なプロの講師たちが、わかりやすく確かな授業を展開し、お預かり
したお子様の学力を余すことなく引き出していきます。 

アトラス中学部は、まず１年生では「学習姿勢を確立し、基礎学力を積み上げ、理解力を高める」をテーマに小学校から中学校の学習の変化に
しっかりと対応できるように基本的な学習姿勢を築くことから指導していきます。２年生では「目標校を設定し、入試を視野に入れた勉強を開
始する」をテーマに、２年夏の時点の成績から、３年生に向けて「達成可能な学習目標」を設定し、自らの目標達成に向けて、何をすべきか考
えて行動するように指導しています。そして、目標達成のために、一生懸命、努力することの大切さも伝えていきます。３年生では、「入試を
想定した総合力を身につけ、志望校合格を勝ち取る」をテーマに、生徒たちが志望校合格を勝ち取り、充実した高校生活を送れることを目標に
指導しています。また、我々は、日々の指導を通じて、これからの時代を生き抜くために、一人ひとりが自分の未来を切り開くことができる力
を身につけ、有意義な人生を送れる大人へと成長してくれることを目標としています。 

アトラス中学部 指導方針

アトラス中学部では、３月７日から始まる『集団授業』の新年度

授業開始に合わせて新規入塾生を募集します。お問い合わせ

いただいた方からご都合に合わせて「個別説明」をさせていた

だきます。また、｢入塾テスト（新中学１年生は国語・算数／新中

学２・３年生は英語・数学）｣も随時、受け付けていますので、ご

希望の方は中学部（アトラス第一教室）までお問い合わせください。  

中学部 アトラス生の活躍状況 
 

 

 中３ ２学期定期テスト 結果 

 
京都側 奈良側 

中間 期末 中間 期末 

1 461点 465点 477点 468点 

2 449点 461点 458点 465点 

3 437点 458点 455点 454点 

4 429点 446点 442点 444点 

5 429点 443点 442点 442点 

○アトラスでは、公立入試で必要となる内申点の確保に向けて、定期テスト２週間
前から「テスト対策授業」を実施します。各学校のテスト範囲に合わせて、基礎内容
の復習をおこない、さらに発展的な内容まで扱うことで、生徒たちが納得できる
結果を残せるようにしっかりとサポートしています。また、日頃の授業の中で生徒
たちに内申点の重要性を何度も説明し、学年ごとで定期的にガイダンスを実施す
るなどして、学校での課題や定期テスト対策に高い意識をもって取り組むように
指導しています。そのため、学年が上がって学習内容が難しくなっていっても、多
くの生徒が通知表評定を伸ばしていくことができます。 

中３ 通知表評定の推移 

評 定 
１年 
１学期 

２年 
総合 

３年 
２学期 

４４以上 １１% １７% ２６％ 

４２以上 
（奈良高校レベル） １９% ３１% ４６％ 

４０以上 
（郡山高校レベル） ３３% ３９% ５６％ 

 

中学部個別指導部 生徒募集 
 

 

個別指導についての詳しい内容は随時説明させていただきますので、遠
慮なくお問い合わせください。 アトラス第二教室 TEL 0742-71－0739 

。 

 
 

 

 
アトラスの現小学６年生(新中学１年生)は、２月
１０日(木)から「中学準備講座」として、中学１
年生の指導教科である英語・数学・国語・理科の
４教科において中学範囲の先取り授業をおこな
います。この「中学準備講座」では、中学生とし
ての正しい学習への取り組み方を丁寧に説明す
るとともに、中学生の学習に必要とされる「抽象的な事象に
対する理解」の基礎を築いていきます。３月から開始される
新年度授業を前に、一足早く中学範囲の学習を開始すること
で、中学での学習内容へのスムースな移行を図ります。 

新指導要領により大きく変わった中学英語にも対応 
2021年度から中学校で新指導要領が全面実施となりました
が、その影響を最も大きく受けたのが「英語」です。以前で
あれば、１年３学期に学ぶ内容が１学期に、２年生に学習す
る内容が１年生に前倒しされるなど、中１スタート時点から
かなり高いレベルの理解を求められることになりました。ア
トラスでは、「中学準備講座」で、中学１年生の先取りとなる
「英語」の授業を開始し、基礎となる英文法を体系的に理解
できるように指導します。 

 
現小学６年生については、他の学年よりも一足早く、この「中
学準備講座」から授業に参加していただけます。現小学６年
生で、アトラスへの通塾をお考えの皆様は、余裕をもって中
学での学習を進めていけるように、この講座からの入塾をご
検討ください。 

 

 中３ 五ツ木模試  偏差値分布 （塾生割合） 

偏差値 国語 数学 英語 理科 社会 ５科 

実施月 １０月 １１月 １０月 １１月 １０月 １１月 １０月 １１月 １０月 １１月 １０月 １１月 

７０以上 11% 3% 6% 8% 0% 8% 3% 3% 0% 8% 0% 3% 

６５以上 31% 14% 29% 11% 11% 25% 23% 25% 20% 25% 26% 31% 

６０以上 51% 44% 54% 42% 40% 50% 46% 47% 34% 50% 57% 47% 

○五ツ木模試のような総合的なテストに対応し、良い結果を出すには、これまでに
培った基礎学力を活かし、レベルの高い発展的な内容の問題にも解答できる力を
身につけなければなりません。そのため、３年生の２学期以降、通常授業に加え
て、各種模試対策授業も実施し、さらなる実力ＵＰを図っています。このように、ア
トラスでは、培った基礎をさらに発展させていくために、より洗練された授業をお
こなっていくことで、応用問題にも対応できる高い実力を養成していきます。 

  
 

○上表は、過去３年間の入試結果の一部をまとめたものです。奈良公立一般選
抜において、「合格率１００％」、「奈良・畝傍・郡山高校へ一般選抜受験者の 48％
が進学」と素晴らしい結果を塾生たちは残してくれています。 
アトラスでは、生徒一人ひとりの学力を正確に把握し、将来を見据えた的確な進
路指導をおこないます。上記指導方針に加え、生徒本位の進路指導で、将来にわ
たって活躍できる生徒を育成していきます。 

奈良公立高校
一般選抜

受験者 合格者 進学者の割合 受験者 合格者 合格率

奈良高校 14名 14名 堀川高校
探究学科群

2名 2名 100%

畝傍高校 2名 2名 西京高校
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｼﾞﾝｸﾞ科

2名 2名 100%

郡山高校 13名 13名 南陽高校
ｻｲｴﾝｽﾘｻｰﾁ科

7名 6名 86%

一般選抜合計 61名 61名
合格率
100%

専門学科合計 13名 11名 85%

３校に
６１名中29名
（４８％）が進学

３年間の合計 京都公立高校
前期選抜
（専門学科）

３年間の合計


