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2015	 
最高の講師（講師略歴・実績を参照）  
   最高の環境（少人数対話形式授業）  	    	    Shimizu Intensive English Course  
メール連絡はHPの「ご連絡」から   清水英語特訓教室  

    携帯 090-3625-7762	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ℡571-0775 

あとは、あなたの｢志｣だけ・・・・・「怠け者」はお断りします 

東大､京大､医大 受験希望者歓迎！TOEICも益々充実！ 

１クラス８名以下の少人数制（小学・中学・高校・浪人）	 
曜日	 学年	 時間	 授業料	 一言	 

火曜	 中１	 英語   午後	 	 6:30～	 8:30	 月額￥24000	 最初が肝心	 	 正しい英語学習を	 

Office Hour   午後	 	 8:00～	 9:50	 	 質問・相談の受付	 

	 

水曜	 

高校 英語C   午後	 	 7:30～10:20	 月額￥40000	 	 医学部受験問題・・高度英作 
中2   英語   午後	 	 6:30～	 8:30	 月額￥26000	 そろそろ差がではじめる	 

	 中3   英語   午後	 	 8:30～10:30	 月額￥29000	 高校受験？	 英語は簡単すぎます	 

木曜	 TOEFL 午後	 	 8:00～	 9:40	 月額￥30000	 留学に必須	 Reading	 及び	 Listening	 

金曜	 高校 英語B 午後	 	 7:00～	 9:50	 月額￥34000	 長文全訳、語法、Listening 

	 TOEIC 午後	 	 8:00～	 9:40	 月額￥28000	 	 少人数ならではのきめ細かい指導 
土曜	 小   学   生 午前	 10:00～11:10	 月額￥12000	 お遊びなら他塾へ！	 5,6年のみ 
	 高校  英語A   午後	 	 6:30～	 9:20	 月額￥31000	 	 文法から	 基礎英作まで	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 入塾費	 ：	 ￥20,000（小学生は￥10,000）	 	 	 	 	 	 教材費	 ：	 実費少額必要です｡	 

３月入塾時の授業料は大学合格の時まで変わりません｡（小学生は除く） 
但し､各学年の欠員募集は３月を基準に行いますので、空席があり途中入塾が可能である場合でも、 
４月以降に入塾された場合は、次学年の授業料が最終授業料となります。 

【入塾相談及び受付】571-0775（090-3625-7762）まで 3月開講 	    
面接及び入塾テスト（無料）は一人一人丹念に行いますので､必ず電話にて面接日を予約して下さい｡ 
	 	 メールでのお問い合わせはHP の「ご連絡」から       	 http://siec.papiko.com 
	 ★★★★★	 「塾名」ではなく「教師」で塾を選んでいますか	 ？	 	 
	 	 	 	 	 	 

【清水俊子】	 英検１級  、国連英検 A 級を取得｡   TOEIC  990 点（つまり満点）取得。	 	 
米国州立アリゾナ大学大学院､及び州立ワシントン大学大学院で言語学を学び､	 

	 Teaching	 English	 As	 a	 Second	 Language	 (英語を母国語としない人に対する英語教育法)で	 

修士号を取得｡	 言語学界の天才	 チョムスキー博士の弟子アクメイジャー博士に師事。帰国後、	 

予備校で大学受験英語を教える。趣味は英語。	 

	 	 	 	 【清水茂治】	 同志社高校を卒業後､州立ワシントン大学にて海洋学を専攻。	 同学を卒業後、技術翻訳者として活

躍。	 主な仕事：川崎製鉄－富士通ツバロン(ブラジル)製鉄所建設プロジェクトに正規翻訳者として

参加。	 その他多数。趣味は自転車（温暖化ガスをできるだけ出さない事）。  

覚える勉強から   考える勉強へ 
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卒業生の圧倒的な「質」！      http://siec.papiko.com  

   中学からの大学受験     
                               Shimizu Intensive English Course  

                   清水英語特訓教室  

                   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ℡571-0775 携帯 090-3625-7762  

「卒業生の声」は Web	 Page に掲載中	 
【会計士試験	 現役３回生合格】☆卒業生の質が違います   
	 昨年 11 月、「会計士試験に合格しました」と携帯に連絡がありました。この塾生は「大学進学

後に会計士試験を目指したい」と言うので、以前に４回生で現役合格を果たし、既に監査法人に

勤めている当塾出身者に、アドバイスを求めるべく来て貰いました。その時の適切な助言と、心

構えなどに、いたく感動した様子でした。そして、今回の「吉報」です。     

当塾出身者たちは、社会人になってからも様々な方面で活躍しています。つまり、それが本当

に「生きる力を与える」事です。「楽しく学べる」というのは「嘘」です。分かるから勉強が楽

しくなるのです。ほとんどの普通の生徒にとって、「楽しく学ぶ」というのは、結局何も学べず

に終る事を意味します。その事実をよく分かっている成熟した感覚を持った生徒だけが、本当の

力を手に入れられるのです。今では自分が教える立場になり、その真実が見えてきた私の教え子

が、かつて「清水先生には、多くを学ばせて頂きました」と言った時、私が「そうだよ」と言う

と、「でも、月謝を払っているのだから当然か」と付け加えましたが、実は、その通りです。私

たちは、報酬を頂いて「当たり前」の事をしているだけです。ただ、世の中のほとんどの学校

や塾、予備校で、その「当たり前」の事すら出来ていない事も事実なのです。  

教室 HP  http://siec.papiko.com  メール   bond111year@yahoo.co.jp  

  

【授業料が、なぜ入塾学年によって異なるのか】	 
清水英語教室の授業料は、入塾後、卒業時まで上がりません（小学生を除く）。  

英語は、学び始める時から正しい学習法を身につける必要があります。中学１年か

ら始める生徒は、ゼロからの出発ですので、しっかりと清水の学習法が身に付きます。

しかし、英語教育が分かっていない学校等の素人教師に、１年間でも習ってしまうと、

間違った学習法が身に付いてしまうので、それを矯正するだけでも半年ほどかかりま

す。最悪の場合は、その悪習が抜けません。従って、出来るだけ早い時期に、当教室

で学び始めて頂きたいので、入塾学年の授業料が、そのまま卒業時点まで変わらない

のです。   そして、そのようにして出来上がった最良の環境に、途中から入って頂く

生徒には、授業料表に書かれている正規の授業料を支払って頂くのです。  

メールでのお問い合わせはHP の「ご連絡」から       	 http://siec.papiko.com   
	 

清水英語特訓教室 	 	 京都市伏見区醍醐新町裏町 1 ｰ 28 
                  	 	 	 	 	 地下鉄｢小野｣駅から徒歩約 8分 
                         e-mail はホームページから  
                 	 	 	 ℡ 075-571-0775  
                     	 	 	  携帯	  090-3625-7762 


