集団・個別 英語指導
受験・英検・TOEIC 対策

吉田塾

一、 開塾後 1 ヶ月が過ぎて
吉田塾を南池袋の地に立ち上げて、1 月が過ぎました。まだまだ僅かで
すが、数多ある塾の中から、
「吉田塾」を選んでくれた塾生の皆様には本当
に感謝の念が堪えないとともに、「絶対に英語の力を伸ばしてもらおう」
「何としても第一志望校に合格してもらおう」という私の中の「塾講師魂」
がメラメラと燃えています！

集団授業の良い点の一つは、
「仲間と楽しく競い合いながら学べる」とい
うことでしょう。一人だとついつい低下しがち、途切れがちなモチベーシ
ョンも、気の合う仲間と一緒だと高い状態を維持しやすいという訳です。
また、
「あの人がこんなに頑張っているんだから、私も負けられない！」と
い「競争原理」が働き、一人で学習する時以上に頑張れるのです。

現在、吉田塾ではこんな方々が学んでいます！
☑

高３生受験対策

☑ 小学生英検対策

☑

高１生定期試験対策

☑ 中３生受験対策

☑

中１生英検対策

☑ 大学生 TOEIC 対策

☑

社会人英検対策

☑ 高２生医学部対策

予定より早いのですが、
「少人数集団授業」を開講しようと思います。個別
指導のメリットと集団授業のメリットに関しては、吉田塾のホームページ
で詳しく説明していますので、ぜひそちらをご覧下さい。今回募集するの
は従来から予告していた受験生対象の講座に加えて、「中 1 生対象 New
Treasure 対策講座」と「社会人向け中学英語」の 4 つの講座になります。

少人数集団授業（定員 10 名）６月開講！

開塾して 1 ヶ月、吉田塾第 1 期生の皆さんは実に様々なニーズとバック
グラウンド（＝経歴）をお持ちの方々が集まりました。年齢的には下は小
学生から上は私と同年代の主婦の方まで、また指導内容的にも学校対策
（＝定期試験対策）
、高校受験・大学受験指導、英検対策、TOEIC 対策と本
当に多岐にわたります。
また受験生の志望校という点でも、
「何が何でも医学部合格！」という方
から「美大先願」という方まで幅広いニーズを持つ方が集まりました。
（ち
なみに美大や音大でも英語の試験が欠かせないのです！）
また、某難関大学に附属高校から内部進学した大学生が「就職活動まで
に英語を得意にしたいんです。何とかなりませんか？」と言って入塾して
くれました。現在の TOEIC のスコアは 400 点台だそうですが、１年以内に
700 点突破を目指して頑張っています。

☑

中３対象高校受験対策

土曜日 16：30-18：00

☑

高３対象大学受験対策

水曜日 16：30-18：00

☑

中１対象 New Treasure 対策 火曜日 16：30-18：00

☑

社会人向け中学英語 火曜日 13：00-14：30

☑

完全オーダーメイド集団授業 ＊３名以上で開講

なお、上記以外の講座でも、３人以上希望者が集まるようでしたら、
「オ
ーダーメイド集団授業」を設定することも可能です。同じ中学や高校の友
達と、ご近所の皆さんと、大学のサークルの仲間と、etc。定期試験対策か
ら、やり直し英語、TOEIC 対策まで、どんなニーズにもお応えします。
「こ
んなことができないかなぁ」というご希望がありましたら、お気軽にお問
合せ下さい。極力ご要望に沿う形で指導させて頂きます。

さて、開塾後 1 ヶ月経ち、色々な意味で少し落ち着いてきましたので、

二、 吉田塾ができること
1. 高校受験、大学受験のエキスパート講師が個別指導、少人
数指導を直接行います。
2. 担当講師は卒塾まで固定。エキスパート講師の指導が継続して
受けられます。
3. 授業だけでなく、家庭学習や学校の予習、復習の仕方まで指導します。
4. 進路指導を重視し、志望校選びや総合学習管理も積極的に行います。
吉田塾の最大のメリットは、指導経験豊富な高校受験、大学受験のエキ
スパート講師の指導が、個別指導で、あるいは少人数制授業で受けられる
ことにあります。私はこれまで、偏差値 25 の生徒から、開成高校の学年ト
ップの生徒、東大理Ⅲ合格者に至るまで実に多種多様な生徒を指導してき
た経験があります。
高校入試では開成・国立附属・早慶附属高校などの最難関校を目指す生
徒達を指導し、多数の生徒が第一志望校に進学して行きました。また大学
入試においても、東大や国立大医学部、早慶上智大等の最難関大学志望者
を指導し、数百名もの合格者を輩出してきました。

小学・中学・高校生
社会人やり直し英語
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もちろん中高一貫校の指導経験も豊富で、中堅私立校から開成中学高校
まで実に様々な学校の生徒を指導して参りました。そのような本当のエキ
スパート講師の指導が受けられるのが吉田塾です。
なお、吉田塾の講師は吉田豪一人だけですから、担当講師が変わること
もありません、笑。ですから生徒のみなさんは、受けたいと思う間はいつ
までも吉田の授業を受けることができます。学校の英語の成績を上げる、
高校入試や大学入試で第一志望校に合格する、あるいは英検で準１級をと
るなど、それぞれの目標を達成するまで、吉田塾は心を込めて全力で生徒
のみなさんを指導することをお約束します。
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三、 講師紹介
小学校中学校は地元足立区の公立小中に通う。わ
りとワイルドな環境で多感な時期を過ごす。高校は、
当時第五学区（中央区、台東区、荒川区、足立区）の
トップ校であった都立上野高校に進学。その後上智大
学文学部史学科に進む。大学では近代フランス史専攻。
（でもフランス語は大の苦手でした）
高校、大学時代は柔道部に所属。柔道弐段。大学 4
年の秋、柔道部を引退後になぜか当時大学の近くにあ
った帝拳ジムに通いボクシングを始める。当時はまだ
バブルがはじける前で、就職活動も売り手市場だった
が、就職活動は一切せず、実家も出てしまったので、
両親も頭を抱えていた（らしい）
。
講師 吉田豪
この頃非常勤講師としてその後
25
年に渡り勤務するこ
（よしだたけし）
とになる早稲田アカデミーに入社。またほどなくして芝学
園に非常勤講師としても勤めるようになった。午前中は中学校で歴史を教え、昼は
ボクシングの練習をし、そして夜は進学塾講師として教鞭を取るという物珍しさか
らか、フライデーに取材されたこともある。大学卒業後にプロボクサーのライセン
スを取得し、足掛け 2 年間、プロのリングに上がる。その後、自分にボクシングの
才能がないことに遅まきながら気づき、プロボクサーを引退。

翌年、早稲田アカデミーで正社員として本格的に指導
し始める。最初に赴任した高円寺校では小 3 の算数から
高 3 の英語まで幅広く指導。その後大学受験指導を専門
として、本社教務部高校課（大学受験部門）課長、東大
必勝コース（大学受験）責任者、開成必勝コース担当者、
筑駒必勝コース（高校受験）責任者を歴任。また、早稲
田アカデミー中学部の公式教材である「英熟語必勝トレ
ーニング」（旺文社）を中心となり執筆した。
高校課長時代には当時わずか１名だった早稲田アカ
デミーの東大合格者数を、５年間で 93 名にまで伸ばし、業界でも注目を集めた。
その後個別指導部門に移ってからは個別進学館池袋東口校校長として、個別指導
のノウハウを研究、業績を大きく伸ばした。2015 年入試では個別進学館全校舎中ト
ップの合格実績を輩出。また、顧客満足度アンケートでも最優秀校として表彰され
た。
2015 年 3 月早稲田アカデミーを（円満）退社。2015 年 4 月より長年指導してきた
池袋の地に吉田塾を開設。本当に成績を上げ、志望校に合格させられる良質な指導
を多くの方々に提供すべく日々研鑽を重ねている。

四、 指導内容
1. 高校受験英語指導（公立高校対策～早慶・開成・国
立対策まで）
2. 大学受験英語指導（中学レベル～早慶上智・東大・医
歯薬対策まで）
3. 英検、TOEIC、TOEFL、TEAP 等、資格試験対策
4. 大人のためのやり直し英語（中１レベルから英検準１級／TOEIC９００点レベルまで）

五、 指導形態・システム
1. エキスパート講師による個別指導（１対２）
2. エキスパート講師による個別指導（１対１）
3. エキスパート講師による少人数制クラス指導（10 名程度）
＊週 1 コマ：90 分×4 回／月から自由に回数を選べます。
（45 分×8 回／月に分割も可能です）
＊授業がない日でも自由に自習できます。その際講師の手が空いているときであれば質問をすることも可能です。
＊授業実施可能時間帯：月～金 13：00～21：30 土 10：45～21：30
＊少人数集団授業については 6 月から右記講座他を開講予定。
「中 3 私国立難関突破英語」「高 3 国立早慶上智突破英語」
＊入塾金：20000 円（税別） 注）生涯有効です。１家族１入塾金で OK。早稲アカ塾生の方は入塾金を 10,000 円減額。塾生あるいは卒塾生による紹介を受け
た方は入塾金を 10,000 円減額。
＊月謝：個別指導（１対２）
：25000 円（税別）／月（90 分×４回）
個別指導（１対１）
：48000 円（税別）／月（90 分×４回）
少人数制クラス授業：12000 円（税別）／月（90 分×４回）

六、 アクセス
住所

東京都豊島区南池袋２－１０－３齋藤ビル２Ｆ
池袋駅東口

（東通りを入って最初の信号左のえんじ色のビルです）

JR 池袋駅東口（42 番出口）徒歩７分

東京メトロ池袋駅（39 番出口）徒歩６分
東
通
り

東京メトロ東池袋駅徒歩８分、都電雑司ヶ谷駅徒歩６分
駐輪場 徒歩３分ほどのところに、公営の池袋駅南駐輪場があります。
（３時間無料）

営業業時間

ｼﾞｭﾝｸ堂

駐輪場

13：00～21：30 （休業日：日曜及び毎月 29、30、31 日）

HP : yoshidajyuku.com
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吉田塾

女豊
子島
学岡
園

e-mail : yoshidajyuku@sweet.ocn.ne.jp

受験・英検、集団・個別

英語指導吉田塾 03-5904-8245

