
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢5-38-10
東急東横線・東急大井町線「自由が丘駅」徒歩5分
東急目黒線「奥沢駅」徒歩６分、
東急バス「奥沢６丁目」停留所徒歩１分

03-5483-2755

〒108-0073
東京都港区三田3-7-13
都営三田線・都営浅草線「三田駅」A2出口徒歩5分、
ＪＲ山手線・京浜東北線「田町駅」西口徒歩6分、
都営浅草線「泉岳寺駅」より徒歩4分、
第一京浜沿い／札ノ辻交差点近く／
住友不動産三田ツインビル西館隣

03-3455-5255
スタジオキャンパス自由が丘校へのお問合せは スタジオキャンパス三田校へのお問合せは

三田校中学受験のスペシャリスト集団自由が丘校中学受験のスペシャリスト集団

営業時間 平日14:00～22：00、土曜日 10：30～19：30 こちらから簡単にアクセス!スタジオキャンパス
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少人数定員制指導
〔個別指導コースも設置〕

2020年度・
設置コースのご案内
3年生～
6年生対象

プロジェクトキャンパス Project CAMPUS
３年生～６年生対象 個別指導コース
３年生～６年生対象の１対１の個別指導コース。
お子様の成績向上プロジェクトが始動します。

3年生～6年生対象 本科コース

マスターキャンパス

Master CAMPUS
定員制少人数指導（1クラス定員6名～12名）

スタジオキャンパスの個別指導コースです。
プロジェクトキャンパスは「その子どもの成績向上のためのプロジェクトを始動させる」という意味で命名しました。特定の志望校
に向けた対策、苦手科目の克服などをおこないます。一人ひとりの現状に合わせたカリキュラムを担当講師が作成します。

週1回（水曜日・土曜日の選択制）3年生

※その他、理科・社会の選択講座を用意しています。

1クラス定員
6名～8名

13:30～14:10
14:15～14:55
15:00～15:40
15:45～16:25

授業時間

水曜日

算数
国語

科目

土曜日

算数
国語

科目

輝け笑顔！勉強でワクワクしよう！
週3回6年生

16:50～18:50
19:10～21:10

授業時間

1クラス定員
12名

（学力別クラス編成）

算数
国語

科目

月曜日

算数
理科

科目

水曜日

国語
社会

科目

金曜日

志望校合格を目指して、全力で学ぼう！
週3回5年生

1クラス定員
12名

（学力別クラス編成）

16:15～17:45
17:55～19:25

授業時間 科目 科目

土曜日火曜日木曜日

算数
国語

16:50～18:50
19:10～21:10

国語
社会

算数
理科

科目

自立心を育成。多くの知識を吸収しよう！
週２回4年生

算数
理科

科目
16:50～18:05
18:05～18:50

授業時間

1クラス定員12名
（学力別クラス編成）

科目

火曜日

国語
社会

国語
社会

19:10～20:25
20:25～21:10

算数
理科

科目

木曜日

基本的な学習姿勢を身につけよう！

※三田校のみ「後クラス」を新規設置！

前クラス

後クラス
（三田校のみ）

1科目60分/週（標準時間）実施形態
※月に3回、もしくは4回指導

前々コマ① 前々コマ② 前コマ① 前コマ② 後コマ① 後コマ②
平日 14：20～15：20 15：30～16：30 16：40～17：40 17：50～18：50 19：10～20：10 20：20～21：20
土曜日 10：45～11：45 13：00～14：00 14：05～15：05 15：10～16：10 16：15～17：15 18：25～19：25

4年生、５年生は翌週月曜日に
6年生は土曜日に 振替授業 を用意しています！

Studio CAMPUSStudio CAMPUS

7/

2020年 2020年

10：00～11：30

10：00～11：30

3年生～6年生
保護者対象

3年生～6年生対象

●2020年度入試・第13期生の受験結果報告
●スタジオキャンパスの教育理念
●2020年度・各コース仕様と料金のご案内
●各科目の指導方針（算国理社）
●夏期講習会・夏期復習ゼミのご案内
●転塾生支援制度のご紹介
●体験授業・個別学習相談会のご案内
●コロナ感染拡大の際の具体的な対応策 
など

当日のご都合がつかない方には、個別学習相談
（面談形式）を承っています。
webサイトよりお申し込みください。

※「算数・国語」「理科・社会」それぞれ
の科目順序が校舎・クラスによって
変わる場合がございます。

※大田区立小学校に在籍している6年
生は、8月3日～6日の授業に参加で
きないことが考えられます。その場
合、希望者に対して8月8日～11日の
午前中に代替授業をおこないます。

※8月下旬には4年生～6年生対象の
「夏期復習ゼミ」を実施する予定です。
なお、今後のコロナ禍による緊急事態
宣言の再発令などの事情で、夏期講習
会の仕様を再度変更する可能性もご
ざいます。この点をご了承ください。

夏の説明会SummerCAMPUS
さあ、夏だ！ とことん学ぼうよ！　

自由が丘校 三田校

※お電話もしくはwebサイトよりお申込ください。

内容

4 7/5（土） （日）

でも、このタケシくん、 
      授業に引きこまれ、 
          集中力が高まったときに、 
左足の靴を脱ぐのが
   お決まりのスタイル。 

それは、スタジオキャンパスの授業中のこと。
　タケシくん、なんだかお行儀がわるいですね……。

そう、スタジオキャンパスの講師たちは、 
タケシくんのこのクセを
          全員知っているのです。

（夏期講習会）
小学校の夏季休業期間短縮に対応！
例年の夏期講習会の授業時間をしっかり確保！

※校舎によって各科目の実施曜日が異なる
場合があります。

はだしになっている！ あっ、

学年 授業日程 時間帯・科目

6年
7月22日～25日、27日～30日

8月1日～6日、8日～11日、17日～22日

3年

7月23日・25日・28日・30日
8月1日～4日、17日～20日4年

7月22日・24日・27日・29日
8月1日～6日、8日～11日、17日～22日

16:00～17:00 
11:40～12:40 

5年

16:50～18:10          18:20～19:20 
13:20～14:40          14:50～15:50

17:20～19:20          19:40～21:10
13:20～15:20          15:30～18:30
19:00～21:00 

16:50～19:20          19:40～21:10
16:00～18:30          19:00～20:30

算数
OR
国語

理科
OR
社会

7月22日・24日・27日・29日
8月19日～22日

全8日間

全12日間

全20日間

全24日間

2006_スタジオキャンパス_6月16日チラシ（表）



女子学院2名、聖光学院1名、駒場東邦1名、武蔵1名、早稲田1名、慶應義塾中等部（2次）1名、
海城1名、浅野1名、芝2名、頌栄女子学院 1名、洗足学園2名、桐朋2名、浦和明の星女子3名

跡見学園1名、市川4名、江戸川学園取手1名、大宮開成11名、開智1名、海陽中等教育学校1名、かえつ有明1名、川村1名、学習院中等科1名、共立女子2名、恵泉女学園1名、
光塩女子学院1名、国府台女子学院3名、國學院大學久我山2名、埼玉栄8名、埼玉平成4名、栄東8名、栄東（東大選抜）4名、佐久長聖2名、静岡聖光学院2名、品川女子学院1名、
芝浦工業大学1名、芝浦工業大学柏1名、淑徳与野1名、昭和女子大学付属昭和1名、実践女子学園3名、城北1名、巣鴨1名、聖学院4名、成城1名、成城学園1名、青稜1名、
世田谷学園2名、専修大学松戸5名、高輪4名、多摩大学目黒2名、中央大学附属横浜1名、田園調布学園3名、東海大学付属浦安8名、東海大学付属高輪台1名、東京女学館4名、
東京成徳大学1名、東京都市大学等々力5名、東京都市大学付属3名、東邦大学付属東邦1名、東洋英和女学院1名、東洋大学京北1名、トキワ松学園1名、獨協2名、長崎日本大学2名、
新島学園1名、日本大学豊山1名、日本女子大学附属1名、函館ラ・サール1名、広尾学園2名、不二聖心女子学院2名、普連土学園4名、文化学園大学杉並2名、文教大学付属2名、
宝仙学園1名、本郷1名、三輪田学園4名、明治大学付属中野2名、目黒学院1名、盛岡白百合学園1名、安田学園1名、山脇学園5名、横浜雙葉1名、立教新座2名、和洋国府台女子2名
●2020年1月まで継続的に在籍したスタジオキャンパス第13期生60名の合格実績です。 ●アイターゲット、算数ターゲット在籍生／その他選択講座受講生の合格実績は一切含みません

スタジオキャンパス第13期生 60名　2020年度中学入試・合格校一覧

みんな、よくがんばったね！

Ａくん 目黒区立五本木小学校 
進学先：聖光学院中学校
ぼくは３年生の最初からスタジオキャンパ
スで学びました。６年生になってからは自
習室にも通い始めました。
テストの成績が悪くなってしまったことも

ありますが、ぼくは入試直前期にかけて必死に勉強を
しました。その結果、第１志望校合格を勝ち取り、家族
やスタジオキャンパスの先生にも喜んでもらい、自分
も嬉しかったです。入学後も勉強を継続しておこない、
聖光では思い切り学校生活を楽しみたいです。

Ｄくん 世田谷区立八幡小学校
進学先：駒場東邦中学校
３年生からスタジオキャンパスで受験勉強をは
じめた僕は、算数が得意でした。しかし、６年生
の前半に受けた模擬試験で悪い成績をとって
しまったのは悔しかったです。そんなふうに思う

のは、それだけ算数という教科が好きだったからだと思い
ます。駒場東邦に合格したときは、本当に嬉しかったです。
今回の中学受験で学んだことは、目標に向かって努力しつ
づけることの楽しさや、それが成功したときの嬉しさです。
支えてくれた家族や先生、友達に感謝です。

講師全員がベテランの正社員です。
大手の中学受験塾とはちがい、スタジオキャンパスは講師全員が指導経験豊富な正社員
です。学年やクラスレベルに関係なく、お預かりした子どもたちひとりひとりの成績向上、合
格に向けて丁寧に指導します。

少人数定員制。1クラス8名～12名限定です。
スタジオキャンパスの１クラス定員は8名～12名であり、子どもたちひとりひとりが授業で
「主役」になれるとともに、ライバルたちと楽しく学び合える環境です。「何も発言せず、座っ
たまま」で授業が終わるなんてことはありません。宿題についてもひとりひとりしっかり
チェックしています。

授業外の対応もきめ細やかにおこないます。
スタジオキャンパスでは受験勉強を塾内で完結できる体制を整えています。平日・土曜日
には自習室を開放、自学自習をすすめるための「自習プリント」を約600種類用意。また、
個別の質問にも随時対応をしています。

保護者のご負担を軽減します。
スタジオキャンパスはご家族の中学受験をトータルプロデュース。先述した自習室開放
のみならず、子どもたちの学習管理もご一任ください。そのほか、お弁当配達サービスや
スタッフ付き添いでの駅・バス停の送り出しなどもおこなっています。お忙しい保護者の
皆様をサポートします。

合格のその先へ――
スタジオキャンパスは毎年高い合格率を誇っています。
しかし、わたしたちは子どもたちの志望校合格に留まらず、
子どもたちが将来社会で活躍する原動力となる「自ら教わり、
自ら学ぶ」土台づくりをおこなっていきたいと決意しています。

中学受験をトータルプロデュース。少人数定員制指導／自習室完備
スタジオキャンパスが選ばれる理由 代表  矢野耕平

1

4

5

2

3

個別以上の集団指導。
大手塾に十数年勤めたのちに、中学受験専門塾

「スタジオキャンパス」を設立し、代表に就任。学童保
育施設ABI-STAの特別顧問も務めている。著書に
『中学受験で子どもを伸ばす親ダメにする親』（ダイ
ヤモンド社）、『13歳からのことば事典』（メイツ出版）、
『女子御三家　桜蔭・女子学院・雙葉の秘密』『男子
御三家 麻布・開成・武蔵の真実』（ともに文春新書）、
『LINEで子どもがバカになる「日本語」大崩壊』(講談社+α新書)、『旧名門
校 VS 新名門校』（SB新書／SBクリエイティブ）、『早慶MARCHに入る
中学高校』（朝日新書）など。また、旺文社中高パスナビ、プレジデントOnline、
AERA dot.、ビジネスジャーナルなどで記事を連載中。

Q 算数・国語・理科・社会、いまのままの
学習方法で成績は伸びますか？

Q 成績が伸び悩んでいて、
親子とも途方に暮れています。

Q 現状の成績ではどのような
受験パターンを組んだらいいでしょうか？

Q 他塾に通っていますが、このまま中学受験
を迎えるのが不安です  …など

個別無料
要予約

学習面談

Ｃさん 目黒区立油面小学校 
進学先：女子学院中学校
わたしは４年生から受験勉強を始め、その
時からスタジオキャンパスに通うようにな
りました。入試本番では緊張したけれど、入
試前日のファイナルキャンパスのことなど

を思い出して、落ち着いて臨むことができました。合格
のしらせを聞いたときは、とてもうれしく、今までの大変
だったこともよかったと思うことができました。私はこ
の塾でよかったと思っています。これからは勉強も行
事・部活動も頑張っていきます。

Ｂくん 私立トキワ松学園小学校
進学先：武蔵中学校
ぼくは４年生からスタジオキャンパスに
入塾しました。当時から武蔵中学校が向
いていると言われたのを覚えています。
しかし、６年生になっても武蔵の合格可能

性は一度も80％に届くことはありませんでした。でも、
ぼくはあきらめませんでした。武蔵の受験では張りつ
めた気持ちで臨みました。そしたら、本当に合格した
のです。ぼくは嬉しくて父に抱きつきました。あのとき
の嬉しさは今でも浮かんできます。

Ｅさん 世田谷区立等々力小学校 
進学先：女子学院中学校

私は無事第１志望校に合格することができました。その
中で、たくさん感謝しなくてはいけないことがあります。
まず、勉強についてサポートしてくださった先生方につ
いてです。スタジオキャンパスでの授業を思い返すと、

いつも「面白いけどしっかり学んでいる」というイメージがあります。
つぎに、受験中ずっと支えてくれたお母さんについてです。お母さ
んは毎日のお弁当から入学願書の提出まで、たくさんのサポートを
してくれました。いろんな人に支えてきてもらってつかんだ第1志
望校での6年間を、有意義に、そして楽しく過ごしたいです。

Hさん 港区立白金小学校
進学先：横浜雙葉中学校
わたしは「もう大丈夫」と思えるところ
まで頑張ったので、本番は落ち着いて
試験に臨むことができました。受験が
終了した日、母から「お疲れ様」と肩を

叩かれたときにそれまでの緊張が解け、涙が止ま
らなくなりました。わたしが最後まで頑張れたのは、
応援してくれた先生方や両親のおかげです。スタ
ジオキャンパスで勉強したことがこれからの土台に
なると思います。本当にありがとうございました。

Ｇくん 世田谷区立東玉川小学校 
進学先：明治大学付属中野中学校
ぼくは３年生から６年生の４年間スタジオ
キャンパスに通いました。スタジオキャン
パスの先生方はダメなことをしたときは厳
しく注意してくれたり、ぼくの苦手な単元

をまとめたプリントを作ってくれたり、質問に対して理
解できるまで教えてくれたりしました。そして、第１志望
校に合格することができました。スタジオキャンパスの
先生方には感謝しています。これまで教わってきたこ
とをいかして中学校生活をがんばっていきたいです。

Ｆさん 世田谷区立等々力小学校 
進学先：頌栄女子学院中学校
私は３年生からスタジオキャンパスに通い
始めました。先生たちはとても分かりやす
い説明をしてくれて、いつもおもしろい授
業をしてくれます。そのため、勉強が楽し

くてあまりつらいと感じませんでした。頌栄を知ったの
は４年生のとき。この学校に行きたいと思いました。そ
して、２月１日は自信を持って行くことができました。レ
ベルの高い授業をしてくださり、また、精神的なサポー
トをしてくださった先生方、ありがとうございました。

スタジオキャンパスの動画授業(ダイジェスト版)をYouTubeにて公開中！

2006_スタジオキャンパス_6月16日チラシ（裏）


