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中学受験でがんばった生徒さんの声をお届けします！ 
その他合格者多数！！            ※2/17現在許可を頂いた方のみ掲載（抜粋） 

 

武蔵中 立教新座中・城北中・大宮開成中 武蔵中 巣鴨中・立教新座中・栄東中 
 

 

 

 

 

 

 

 

井口講師より  

 

 

 

 

 

 

 

小林講師より 

 

【御三家合格のカギは質問しやすい環境！】 
先生に質問しやすい環境がサイエイにはあります。とにかく分

からない所は徹底して「何回も」質問しました。わかるまでしっ

かりと先生が教えてくれるので、すごく助かりました。 

【個人の性格や特性まで把握しアドバイスしてくれる！】 
志望校で悩みながら日々勉強していました。でも先生たちが

僕の性格や特性を把握してくれて志望校の助言や対策をして

くれたので、最難関の御三家中に合格できました。 

浦和明の星中 山脇学園中・埼玉栄中 立教新座中 埼玉栄中・城北埼玉中 
 

 

 

 

 

 

 

 

清水講師より  

 

鈴木講師より 

【先生たちの熱意・親身さが違う！】 
理科や算数の記述問題や計算問題の添削を何度も先生に提出

して記述の書き方のコツを教えてもらいました。その結果、入試当

日の理科・算数の問題で困ることはありませんでした。 

【家での復習も、自習室も充実！】 
模擬テストで点数が取れないときに、たくさん復習をしました。

毎回テストの「直し」はパソコンで結果を見ながら復習することが

でき、楽しみながら勉強ができました。 

さいたま市立浦和中 大宮国際中･浦和中･伊奈学園中を目指すなら！

【公立中高一貫校受検クラス】 
 
(設置校)■東宮原本部校    
        授業日:小５(火)(木)午後 5:00～6:35 

  :小６(火)(木)午後 5:00～7:40 

     ■大宮本部校 
授業日:小５(火)(水)午後 5:10～6:45 

                 :小６(火)(木)午後 5:10～6:45 

                          (土)午後 4:00～5:55 
※変更になる場合があります 

 

 

 

 

 

 

 

富坂講師より 

【楽しく、分かる受検勉強！】 
少人数制で、分かりやすくて楽しい授業です。2 次試験では、

英語で自己紹介する場面もありましたが、しっかり対策をしても

らったので、自信を持って自己紹介できました。 

※裏面へ続く 

成績が伸び悩む時期もあ
りましたが、諦めずチャレ
ンジし、志望校合格を勝ち
取った生徒さんです。 

※詳細はHP↑ 

疑問点は私に理解できる
まで何度も質問に来てい
ました。努力を惜しまない
生徒さんです。 

コツコツと理科の問題を
こなす、熱心な生徒さんで
した。計算力が後半とても
伸びました。 

※詳細はHP↑ 

3/4 より 
開講 

勉強に対する取り組みが
すばらしい生徒さんで
す。毎回、楽しく勉強す
る姿が印象的でした。 

星 祥真さん 村野 健人さん 

齋藤 静流さん 長倉 源流さん 

本当に理解力の高い生徒さ
んです。特に算数・理科に
おいて実力を発揮してくれ
ました。 

荒井 丈慈さん 
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高校受験、難関校合格した生徒さんの喜びの声をお届けします！ 
その他合格者多数！！※2/17現在許可を頂いた方のみ掲載（抜粋） 

 

お茶の水女子大学附属高校 慶應義塾志木高校 早稲田本庄高等学院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本 明香里さん 
英検準１級/漢検 2 級/数検準 2 級 

佐藤 裕羅さん 
英検 2 級/漢検２級/数検準２級 

吉岡 璃子さん 
英検準２級/漢検準 2 級/数検３級 

【切磋琢磨できる仲間がいる！】 
サイエイの先生や仲間に出会い、自習室に通っ

て勉強する習慣がつきました。その結果、偏差

値が大幅アップし 70 台を達成できました！ 

■将来の夢：国際的に活躍する法律家 

【苦手克服が自信に！】 
苦手な数学のせいでなかなか思うように結果を

残すことができませんでしたが、数検準 2 級に

チャレンジし合格することで自信がつきました。 

■将来の夢：国連職員 

【サイエイの授業は最高！】 
個性的な先生たちの授業は緊張･面白い･楽しい

など刺激的でした。その場にいるだけでやる気

になり、勉強を頑張ることができました。 

■将来の夢：研究者 

立教新座高校 中央大学附属高校 青山学院高等部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島 一誠さん 
英検準 2 級 

梅基 由衣さん 
英検 2 級/漢検３級/数検準 2 級 

髙山 星琉さん 
英検 2 級/漢検準 2 級/数検準 2 級 

【将来の夢に近づけた！】 
数学が苦手で結果を残せませんでした。自習室

を活用し勉強できたことで偏差値が10アップ

し、志望校に合格できました。 

■将来の夢：弁護士 

【学習習慣が実を結び内申４５！】 
学習習慣や、明確な目標を立てて定期テストや

模試に臨むことができるようになり、通知表で

9 科オール 5 を獲得。 

■将来の夢：国際線の CA 

【勉強が段々楽しくなる塾！】 
SK クラスは内容のレベルが高く、学力向上に

役立ちました。辛い時期もありましたが、段々

楽しくなってくるのが不思議でした。 

■将来の夢：文化発信ライター 

法政大学高校 中央大学杉並高校 明大中野八王子高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀井 花純さん 
英検準 2 級/漢検準 2 級/数検準 2 級 

田中 友梧さん 
英検準 2 級/漢検 2 級/数検準２級 

黒木 佳乃さん 
英検準 2 級/漢検準 2 級/数検３級 

【ミスを減らすだけで大成功！】 
苦手な数学の解き直しのチェックをしてもらい、

計算ミスを無くす努力を続けました。結果、北

辰テストで偏差値70を取ることができました。 

■将来の夢：英語科教職員 

【講習会の毎日テストで実力アップ！】 
毎日テストで勉強習慣や実力をアップすること

ができました。集中して勉強することにもつな

がり、学年順位も２位まで伸ばせました。 

■将来の夢：公務員 

【早めの志望校決定で受験に成功！】 
早めに志望校、目標をしっかり決めて勉強に取

り組みました。その結果、通知表で 45 が取れ

学年順位もトップ10に入ることができました。 

■将来の夢：教職員 

 
 
 
 
 

※国立･県公立合格速報は「3/22 号合格広告」にてお知らせ致します。 
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◆SOE授業コンテスト 2022.11月 受賞者決定！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、2022 年度 11 月 SOE 授業コンテストの結果を日本から 3,072km 離れたフィリピンの地からお届けします！！ 
 

 
 

 

   

    

   

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 

今後も SOEの情報をお見逃しなく！See you soon!!!  
 

【３月～４月 テストスケジュール・範囲表】 
 

◆３/３(金) 第１回学力診断テスト(新中３)＜志望校判定＞ 
 国 語 数 学 英 語 理 科 社 会 

新中３ 

文章問題(説明的) 

漢字(漢検 4 級程度) 

文法(品詞識別) 

古文 

計算・小問（中 2 単元まで） 

方程式の文章題 

一次関数 

合同の証明・平面図形 

中１・2 までの復習 

(地学)大地の変化 
(生物)生物のからだのつくりとはたらき 

(化学)化学変化と原子・分子 

(物理)身のまわりの現象 

(世界地理)全範囲 

(日本地理)北海道・地形図 

(歴史)江戸時代まで 

◆４/８(土) 第１回実力確認テスト(新小４･新小５･新小６) 

 国 語 算 数 

新小４ 文章問題(物語文)  漢字 3～５  部首・画数 計算  大きい数  折れ線グラフ  整理のしかた 

新小５ 文章問題(説明的・文学的)  漢字 3～5 部首・画数・筆順 計算  直方体や立方体の体積 いろいろな体積 変わり方 

新小６ 文章問題(説明的・文学的)  漢字 3～5  漢字の成り立ち 計算  円【復習】 対称な図形  文字と式 

◆４/８(土) 第１回到達度テスト(新中１･新中２) 

 

国 語 数 学 英 語 

新中１ 
文章問題(文学的) 

漢字 4～5 

文法(文節・主語・述語・修飾語) 

素因数分解・正の数・負の数 

《正負の数、加法と減法、乗法と除法》 

アルファベット、ローマ字 

I am ～.  You are ～.  Are you ～?   

命令文、単語(English Textbook P.1～4) 

新中２ 
文章問題(説明的) 

漢字 3～7 

文法(動詞・形容詞・形容動詞) 

式の計算 

(用語含む) 

一般動詞の過去形、be 動詞の過去形 

過去進行形、未来形、助動詞、接続詞 

単語(月、曜日、数字、序数、季節) 

◆４/８(土) 第２回学力診断テスト(新中３)＜志望校判定＞ 
 国 語 数 学 英 語 理 科 社 会 

新中３ 
文章問題(説明的・文学的) 

漢字 3～8 

文法(自立語総合)、古文 

計算・小問（乗法公式まで） 

方程式の文章題 

一次関数 

合同の証明・平面図形 

中 1・2 年生の復習 

受動態 

不定詞（2年生までの内容） 

接続詞 

第２文型・第４文型 

(地学)大地の変化 

(生物)いろいろな生物とその共通点 

(化学)身のまわりの物質 

(物理)電気の世界 

(地理)全範囲 

(歴史)縄文～明治時代まで 

※日清・日露戦争・明治時代

の産業・文化を除く 

I do my best to be an effective and efficient 

teacher to every student that I teach. 

I constantly practice to make lessons 

interesting, exciting, and student-centered. 

Jennievil講師 

 講師から一言 

Angela 講師 

講師から一言 

I’m happy we can help and guide SAIEI 

students to achieve their dreams. I utilize 

various teaching techniques to energize 

and motivate my students so that they may 

learn while having fun in class. 

Crisy 講師 

講師から一言 

最優秀賞 

ジェニビル アンジェラ クリーシー 
 

I adjust my teaching approach to match my 

student's level of comprehension. I make sure 

that my students understand the sentences 

rather than simply memorizing them. It is my 

goal that students not only learn from my 

classes but also have fun. 

優秀賞 優秀賞 

生徒の理解度に合わせて、さまざまなアプローチ

をとっています。単に文章を暗記させるのではな
く、しっかりと理解できるように工夫し、生徒が
学ぶだけでなく、楽しみながら英語を学習するこ

とができるように心がけています。 
 

サイエイの生徒の夢や目標達成のお手伝いが

できることをとてもうれしく思います。レッ
スンの中では、生徒が楽しみながら学べるよ
う、さまざまな指導法を駆使して生徒のやる

気を起こさせるよう心がけています。 
 

教えているすべての生徒に対して、効率的
で身につく授業を提供するよう心がけてい
ます。私が常に授業で実践していること

は、興味深く、刺激的で、生徒主体のレッ
スンです。 
 

SOE（SAIEI ONLINE ENGLISH Inc.）とは？ 

日本にいるサイエイ生に英語のオンラインレッスンを提供するため、2016年
にアジアの英語教育の中心地のひとつフィリピンに設立された現地法人で、現
在 30 名以上の講師が所属しています。サイエイの授業方針はもちろん、英検、
高校入試など、日本の小・中学生の英語学習指導について理解した講師陣がレ
ッスンを行っています。 

SOE では質の高いレッスンを提供するため、年間 100 時間以上の授業研修

を実施しています。研修の一つである年 2 回実施の「授業コンテスト」は、講

師にとって研鑽を重ねて見出したノウハウを全力で披露する非常に重要なステ

ージとなります。 
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◆３月～４月のスケジュール（原則、日･月･祝の通常授業はありません） 
SUN日 MON月 TUE火 WED水 THU木 FRI金 SAT土 

2 月 26 日 27 28 3 月 1 日 2 3 4 

第 3 回 

英語検定(2 次) 
  

 

新中 1 生徒ガイダンス 
【17:00～18:00】 

新中 3 生徒ガイダンス 
【19:15～20:50】 

第１回学力診断テスト 

(新中３) 
【19:15～21:40】 

 

新中 2 生徒ガイダンス 
【19:15～20:50】 

 

進学祝賀会(現中 3) 
【14:00～16:00】 

第 3 回数学検定 

 

新年度開講 

5 6 7 8 9 10 11 

 

 

  
※研修の為、受付時間が 

15時よりとなります。 

 
入試報告会(新中３親子対象) 

【16:00～17:10】 

12 13 14 15 16 17 18 

  

第 1 回英検道場申込開始  

 

 
 

 

 

19 20 21 22 23 24 25 

  

 

通常授業あります 
 

春分の日 

  3 月度通常授業終了 

通常授業はありません 

26 27 28 29 30 31 4 月 1 日 

  

     

2 3 4 5 6 7 8 

第 1 回検定申込開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

補習日 
 

 

 

第 1 回実力確認テスト 
(新小 4･5･6) 

【14:00～15:30】 
 

第 1 回到達度テスト 
新中 1･2【19:15～21:40】 

 
 

第 2 回学力診断テスト 
新中３【18:00～21:40】 

9 10 11 12 13 14 15 

 

 4 月度通常授業開始 英検道場申込締切 
※研修の為、受付時間が 

15時よりとなります。 

 
新中１進学説明会 
【16:00～17:10】 

16 17 18 19 20 21 22 

 

 

 

第 1 回検定申込締切 

(英検・漢検) 
   

23 24 25 26 27 28 29 

  

 

  

 

昭和の日 

4/29～5/5 まで通常授業 

受付業務はありません 
 

 

 

 

 

 

サイエイからのお願い 
 
サイエイは、自然災害などに伴う対応については、ホームページ上にて、お知らせをしております。 
【サイエイ】で検索あるいは https://saiei-school.com/ をご入力頂き、ホームページにてご確認ください。 

 
【車でのご送迎についてのお願い】 

お迎えは授業終了時刻より５分後にご到着されますようお願い申し上げます。授業終了前ですと路上駐車となり、渋滞や交通事故の原因となる場合が 

ございます。また、アイドリングによるエンジン音で近隣のお宅にご迷惑をおかけすることにもなります。道路交通法違反となり、警察よりも強く要請 

されています。 

 

 

サイエイ HP 
QR はコチラ 

https://saiei-school.com/

