新 規 開校
全速前進!

さあ夢に向かって
共に学ぼう!!

ヒーローズ豊橋佐藤校が

大切にする3つの事
01
02
03

夢・目標に向かって努力する事の尊さ
あきらめない心の強さ
努力する事の楽しさ

Never give up
夢・目標を達成するまでの道の途中では
様々な問題・乗り越えなくてはならない壁にぶつかる事もある
と思います。
そんな時でも
「絶対にあきらめない」
という強い心
があれば必ず叶える事が出来るはずです。
あきらめた時が、叶
わない時。
それを決めるのは誰でもありません。他ならぬあな
た自身です!!

To your future
あなたは夢や目標がありますか？夢・目標に向かって努力する
事はとてもすばらしい事です。
そしてその努力は決してあなた
を裏切りません。
「これだけ頑張った」
という経験は必ずあなた
の自信となり糧となります。
当校はそんなあなたを全力で応援
します。

Life is challenge

このようなお悩みはございませんか？
●成績がなかなか伸びない
●勉強に対するやる気が出ない
●勉強の話になるとケンカになる ●勉強のやり方がわからない

「自信」という名のパワー!!
本来努力する事は出来なかった事が出来るようになるという楽しさが原動力となって自発的に行動する事です。
その末に
成功・達成した者だけが自信を持てます。
自信は他人から与えられる物ではありません。子供達がもっと小さかった頃、
あ
れだけ無邪気に色々な事を吸収し、会得していった様に、本来学習というのは人間の本能なのです。成果を急いだり、比
べられたりする事で大人が奪ってしまったのです。
心配しないで下さい。子供のハートに火が付けば、驚くほどの成長を遂げます。

アメとムチ!!

教育の目標は自立!!

アメやムチの様な外的動機づけによって成長させられた
人間はそれが無いと前に進めなくなります。
しかし自ら望
んで行動した人間はどんな困難にぶつかっても自力でそ
れを乗り越えます。時間はかかります。
しかし、効果は反永
久的です。
「人は変えられる
（外的動機づけ）
のではなく自
ら変わる
（内的動機づけ）」
のです。

当校は、
「成績さえ上がればOK」
という、成果至上主義の
塾ではありません。子供を自立した大人に導くための
「人
間道場」
であるべきだと思っています。成績や志望校合格
という結果はその過程でしかありません。真の自立した人
間へ。
もちろん私もまだ半人前です。私自身も子供と共に
勉強し、笑い、泣き、共に成長していきたいと思っています。

次の
は
ヒーロー
君だ!!

努力する事は、夢・目標に向かって1歩1歩近づくという事で
す。
ですから、本来努力する事は楽しく、
ワクワクするものなの
です。
チャレンジする事自体を楽しんで下さい。
これ程夢中にな
れる事はありません。必要なのは、
あなたの勇気と行動です。
たった1度の人生、思い切り楽しむためにチャレンジしてみま
せんか？

はじめまして、
この度ヒーローズ豊橋佐藤校で塾長をさせて頂く新井康行です。私は2016年10月までモーターボート

塾長

選手として約22年間の現役生活を送らせて頂きました。
プロスポーツ界という大変厳しい世界で、
良い経験・辛い経
験沢山させて頂きました。
また自分の子供を通して、地域の沢山の子供達と接する折、本来無限の可能性を秘めた子
供達が目標のない、
ネガティブな生活を送っているのを多々目の当たりにして、何とか子供達の役に立てないものか？と
思い立ち、
また、沢山の御縁や応援を頂き、2018年3月よりヒーローズ豊橋佐藤校を開校させて頂く事になりました。
子供達の未来のため、精一杯頑張ります。
よろしく御願いします。

略歴／豊橋生まれ豊橋育ち
時習館 高 校 卒 、愛 知 大 学 在 学中に
モーターボート選手を志し、1年2ヶ月
の地獄の訓練後デビュー、現役22年。
3児の父、野球とROCKを愛する。

豊橋佐藤校

全国に240教室開校中！

〒440-0853
豊橋市佐藤1丁目10-4
●今すぐお電話ください

〈お問い合わせ時間〉
月〜土曜日12：00〜22：00

TEL.0532-39-3329

新井康行

heros̲to̲higashi@yahoo.co.jp
個別指導ヒーローズ

検 索

http://e-gakkou.jp/
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ヒーローズ豊橋佐藤校はこんな塾
こんな塾 01

こんな塾 02

楽しくなければ塾じゃない!!

わからない所はトコトン!!

勉強というと、辛い、
めんどうくさいというイメージはありませ
んか？ヒーローズにそんな心配は不要です。明るく・楽しく・仲

当校では、
あなたが頑張る限りトコトンどこまでも応援します。
時間外授業・特別授業でどこまでもあなたを応援します。

間と共に成長する。
そんな塾を目指しています。是非そんな仲
間になって下さい!!

塾があなたのもう1つの我が家です。

面談にてお子様の夢や目標を確認します。

サイクルを
回すことで
自立学習を
促します!

07

学習の振り返りと報告をし、
新しい目標を設定します。

の

成績UP方法です！

定期面談・フォロー面談
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在の学校の授業にしっかりとついて行くこと。
しかし過去に学習したことを理解していないとやる

勉強と部 活、そして今
年は受験
もあるけど、一緒にヒ
ーローズで
乗り越えよう！

カリキュラム

個別に夢・目標を達成するための
中期計画を立てます。
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日程［時間割］設定
お子様のご都合に合わせて
日程［時間割］
を組みます。

実力確認テストや模試を実施し、
定着度を確認します。

60点未満で入塾された場合

+20点を保証

ラーニング

苦手単元を克服し、予習ベースで
進められるように指導・演習を行います。

個 別 相 談 会 &
無 料 体 験 会 実 施 中 !!

60点以上で入塾された場合
その科目が

80点以上を保証

授業料システム
1コマあたり

カリキュラム作成・教材費

諸経費

小学生

1,000円 2,000円 2,600円

中学1年生

1,000円 3,000円 2,600円

中学2年生

1,200円 3,000円 2,600円

中学3年生

1,500円 4,000円 2,600円

●1コマは50分です
●豊富な無料授業を実施しております
●兄弟割引・母子家庭割引等ございます
●料金等ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい

無料!!テスト対策講座
当校では各中学校の予定に合わせて、約2週間前よりテスト対策講座を行っております。
その中でテスト課題を終わらせるのは勿論の事、土・日も塾を開校しますので思う存分テストに向けて頑張って下さい。

当校の日々お様子をアメーバブログで
公開しております。御興味を持たれた方は、
是非御覧になって下さい。

広告だけでは、
お伝えしきれない事がまだ沢山あります。
また、保護者様も疑

QR

問・不安に思われる事が多々あるかと思われます。
どんな悩み・疑問も真剣に

全国に240教室開校中！

豊橋佐藤校

聞かせて頂きます。
まずは御気軽に御電話して下さい。
お待ちしております。相

〒440-0853

豊橋市佐藤1丁目10-4

●今すぐお電話ください

談会・体験会に参加された際、入塾を強制したり、
しつこい勧誘は一切致しま
せん。御安心下さい。

※当塾規定による
※100点満点で計算しています

もし、
上記の条件をクリア出来ない場合は、3学期目の授業料を全額免除し、1学期間無料で「とことん」指導させていただきます。
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チェック

の学校成績保証制度

3年女子キャプテン

1科目で
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現状分析

普段の学習・生活習慣を分析し、
成績UPの鍵を提示します。

これが

学校の授業を理解しながらこれまでに学習した内容の復習を並行して行います。大事なのは現

度体験してみて下さい！！

ヒーローズ成績アップの仕組み
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？
なぜ成績があがるのか

できるのがHeroʼsの個別指導なのです！集団塾では決して実現できない学習カリキュラムを一

は勿論、常に授業の見学が可能です。是非御子様の頑張って
いる姿を見て下さい。

夢・目標確認

ヒー ローズ
で学ぶと

個別授業に加えて行きます。従って、過去の学習単元に不安や弱点がある生徒も安心して受講

塾で一体どんな事してるの？ウチの子どんな感じなの？そう思
われるのが当然ですよね。
当校では電話、
ライン等での御相談
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遡行学習システム

できちんと理解しながら、
そこに至るまでに理解できていないことを徹底的に分析し、Heroʼsの

オープンな塾へ!!

は大 変だけ
勉強と部 活の 両立
ろう！
ヒーローズで一緒頑張
ど、

う

気があってもなかなかついて行くことはできません。Heroʼsでは、現在の学校の学習内容を個別

こんな塾 03

2年男子キャプテン

こ

アメブロ

ヒーローズ豊橋佐藤校

検 索

TEL.0532-39-3329

〈お問い合わせ時間〉
月〜土曜日12：00〜22：00

