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祝開講！
ＦＣＳ高校数学予習講座
薬院六ツ角数学教室生徒募集！
毎週土曜日（数ⅡＢ予習）18:00〜
毎週土曜日（数ⅠＡ予習）19:30〜

(社)日本カルチャー協会福岡校2F特設会場

※学校の教材の予習から大学への数学、Z会レベルの数学へつなげます
赤チャート・青チャート・レジェンド・フォーカスをご持参下さい

四技能英語の講座は？中学生の講座は？物理・化学の講座は？
いや、薬院には、まづＦＣＳの最も強い講座で勝負します！

学校の教材を使って
学校の数学の授業を
予習できる画期的な
理数専門塾！
■ 受 講 者 の 実 績（一部抜粋）
★西南学院高校(07卒)
→東京大学理科一類現役合格(東大首席卒)
★修猷館高校(09卒)
→「大学への数学」Ｂコース一等賞
→九州大学医学部医学科合格
★修猷館高校(11卒)
→九州大学医学部医学科現役合格
★久留米附設高校(11卒)
→福岡県知事賞
→九州大学医学部医学科後期現役合格
（前期理Ⅲ、0.1点差で不合格）
★筑紫丘高校(13卒)
→数学学年１位（高１進研模試満点）
→東京工業大学合格
★修猷館高校(14卒)
→数学学年１位（各種試験）
→東京大学文科一類現役合格
★筑紫丘高校(14卒)
→数学学年１位（高１進研模試満点）
→九州大学理学部数学科現役合格
★筑紫丘高校(15卒)
→数学学年１位（高１進研模試満点）
→東京大学理科一類現役合格
to be continued・・・・

検索

附設の満点はそう簡単に取れません。附設を卒業された保護者や生徒ならお判りになられるで
しょう。尚、筑紫丘、附設生の結果が際立っているのは「入会時期」の地域差。１浪しましたが
今年、二次関数から教えた修猷生が東大に２名合格！今年はコロナなので、まだ間に合うか？

Step5
結果発表
課題テスト・数学 満点の生徒には93年から図書券進呈！
6 月実施分
数甲 100/100
久留米附設高校１年生会員 数乙 100/100

●東京大学
３年連続
現役合格実績

●京都大学
２年連続
現役合格実績
●九州大学
24年連続！
現役合格実績
※前身の数学教室時代の
実績を含む

●合同入塾相談会
6/28（日） 12:30〜
7/23（祝木）12:30〜
ＦＣＳ藤崎本館

地下鉄藤崎駅３番出口正面

学年がない画期的な理数専門塾

福岡チャータースクール・数学教室

お電話でのお問い合わせは 092-845-9981

《●広告制作◆株式会社福岡チャータースクール ●連絡先◆福岡市早良区高取2-17-38エトワール藤崎２Ｆ〜早良区役所正面●本理数専門塾は教務に関係しない広告宣伝を熱心に行いません。この広告を大切に保管する事をお勧めします》

※2018となっていますがこれが二次関数の最新バージョンです！

ＦＣＳにようこそ

進まない。附設生に積分漸化式を説明
している最中も全くフリーズ！見かねた

「僕が教えて
1993年６月、公民館の一室で始ま 太宰府高校の１年先輩が
った数学教室（ＦＣＳの前身）。集ま いいですか」と。
った生徒は奇しくも本年6/6開講し

た薬院六ツ角数学教室と同じ２名の 生徒が生徒を教える

始まりでした。
太宰府高校、筑紫中央高校の先輩の

学校の授業と「大学への数学」
レベ

手をかけて教えた
ルの数学への「橋渡し」
をする教室を 教え方は楽しかった。
目指してましたが、
最初は附設、東明館 甲斐はありました。附設生を教えるのは

Step1

筑紫丘の少数のグループと太宰府、 簡単だけど彼らは途中をはしょると
（説明）
を止めました。
筑紫中央、
武蔵台、小郡、
筑陽、九産の 容赦なく授業
多数のグループができました。

自宅で動画を視て
マイペースで
予習

進路 も 学年 も 教材 も バ ラ バ ラ 。 変わったすべてを筑紫丘の後輩に
（自慢げに）
伝授する。だから手は抜け
もちろん成績も、目的も。
その連続が授業の精度を上げて
学校のような授業はとてもとても ない。
行きました
（因みにその筑紫丘の子は
できません。

New
standard
Step4

Step2

教室で尋ねる
先生から学ぶ

前者は想定通りだったので問題なく その後、数学学年１位を１回だけ取り
。
指導できました（いつもうちの子は みんなを驚かせました）

※お問い合わせを頂いた時、
学校の進度を問診
します。そして教室に来場するまでに授業
動画を視て来て頂きます。
「どのYouTubeの
動画を視たらいいのか？多すぎてどれを
視ていいか判らない」TW上にリンクを貼って
あなたにあった動画をご覧頂けるように準備
致します
（何度、
何処で視ても無料！）
。

勉強新時代

そこで授業内容が書き変わる。
その書き

※教室に来るとこんな感じ（藤崎本館）
。
高校数学準備講座二日目の様子ですが
消化するスピード差が早速ついてます
学校の授業はこんな感じで退屈な人、
ついて行けない人が生まれていくので
しょうね。しかし、
ＦＣＳ高校数学予習
講座は
「逆転の発想」やることを揃えず
一人一人に明瞭な指示を出します
迷いのない生徒はマシンのように
予習を続けることができます
（教え方が上手ければ）

塾の時間になると喜んで行っています。

小学校まで通っていた塾ではそんなこと そしてユーチューバー
はなかった。いったい先生は何を教え
ているのですか？附設母親・東大理Ⅱ
現役合格）
※緊急事態が起きてＦＣＳの日常が
いかに際立った勉強をやっていたか
はっきり見えてきました。
ＦＣＳが提案する新しい勉強の仕方
まさに「勉強新時代」です

問題は後者。
週１回ではとても間に

21世紀、YouTubeが生まれ、10年
過ぎるとスマホが普及します。
ＦＣＳは巨大中等部を持つ大手学習塾

合わない。
そこで、
学校の授業が復習に 高等部と違い、生徒が入会するたびに
なるように１週間分の予習ダイジェ 同じ授業をしないといけません（遅く
。その時、
仲間の江口
ストを学校の教材を使って行い、学校 入会する程重症）
先 生が自分の授 業をDVDに 焼 い て
でさらってもらおう！
「分身」
を創り生徒に見せ出しました。

※このような答案を書き続け、
命題→場合の数→確率→整数
→三角比→三角関数と繰り返して行けば猷の試験も先輩
同様190前後/200を取り続ける子に育つでしょう
このタイミングで入会した彼は実にラッキーです

生徒が私を鍛えた

「これはいい！」
そこで授業を動画化し
「YouTubeで視て来てね」
まで一足跳躍

学校も理系・文系・特クラ・凡クラと させました。
最初動画に目を付けたのは東大生
分かれクラスを作れば無限に。結局
（花房君率いる授業動画サイト
個別 に 。そ こ で 主治医 の ア イ デ ア 達でした
manabee）
しかし動画をipodに入れて
「歯医者みたいにやればいい」。

答案を創る
人に教える

百道浜の確定申告の税理士（実は 数Ⅲの予習を電車で視る会員（福岡雙葉
が出現すると時代は加速します。
税務署員じゃないんですよ）
がやってる →東大）
※今年（令和２）
の修猷館１年生
の答案です。
二次関数の最大最小の場合
分け。
よくできてます。
この子はコロナで
（用心して）
休んでいて、既に終わった子、
先輩が採点をやっています。
高校数学予習講座では生徒
が生徒を教えます（信用でき
ない子にはさせませんが）。
ＦＣＳの圧倒的な実績の源
泉は「教える事ができる生 徒
(先生)を創る」指導に尽きると
思います。
首都圏の理数専門塾
の最高峰クラスでは同じ事を
やっていました。福岡でできる
のはお得ではないでしょうか。

Step3
学校の教材で
納得いくまで
解く

みたいに生徒に解かせながら、片方で

授業。
これを学校、学年、
コースの数だけ NewStandard
教室毎、教室毎やり続けました。

先生の出現

結果を出す勉強新時代
薬院に今回教室を出すのは躊躇い

ました。
時代はZoom。
教室は必要ない
そしてその日がやってきます。
評判が広がった90年代。筑紫丘

時代です
（その分費用が上がる）
。
しかし、新技術（権利）
にばかり費用

高校の落ちこぼれた子が門を叩きま がかかり全く結果が出ずローンだけ
す。小学校時代は評判の子だったと 残る話を藤崎で多く伺いました。
先輩はいいます。しかし実態は完全に

新教室は新技術を駆使しつつ結果が

成績は崩壊。二次関数の説明で本当に 伴うよう果敢に挑戦したいと思っていま
手が か か る。類比で鉛筆が止ま る。 す。本物とは？ＦＣＳの総決算です。

※授業が終わると次までにやって
くる問題を動画とセットで指定
します。動画と学校の教材が
連動しているので
生徒の負担が激減
教材も進みます

