
 

2021
最高の講師 （講師略歴

最高の環境 （少人数対話形式授業

あとは、あなたの

 
東大､京大､医大 受験希望者歓迎！

１クラス4名以下の少人数制
 曜日 学年 

火曜 
中3 英語 午後

高校 英語 A 午後

 

水曜 

中2 英語 午後

TOEIC 午後

Office Hour 午後

木曜 

小学生 午後

高校 英語 C 午後

TOEFL 午後

中1 英語 午後

金曜 
高校 英語 B 午後

集中講座 午後

         入塾費 ： ￥20,000            

３月入塾時の授業料は大学合格の時まで変わりません｡

但し､各学年の欠員募集は３

場合でも、４月以降に入塾された

なお、高 3 生は、4 月以後（4

なります。 

【入塾相談及び受付】571
 
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｡

  

「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

米国州立アリゾナ大学

Teaching English As a Second

英語教育法

ジャー博士

   

【清水茂治】同志社高校を卒業後､州立

技術翻訳者として活躍。主な仕事

建設プロジェクトに正規翻訳者として参加。その他多数。

http://siec.papiko.com

1 
講師略歴・実績を参照） 

少人数対話形式授業）             

清水
あなたの｢志｣だけ          

受験希望者歓迎！TOEICも益々充実！

少人数制 （小学・中学・高校・浪人）
時間 授業料 

午後 6:10～  8:00 月額￥29000 英語の実力なら、どこでも受験

午後 8:10～ 10:00 月額￥32000 文法から

午後 6:30～  8:20 月額￥27000 すでに、他の追随を許さない実力

午後 6:30～  8:50 月額￥29000 少人数

午後 9:00～ 10:00  質問の時間

午後 6:10～  7:10 月額￥15000 お遊びなら他塾へ！

午後 8:00～  9:50 月額￥40000 

3月入塾のみ 

「医学部

題・高度英作

午後 7:00～  8:40 月額￥35000 留学必須

午後 6:10～  8:00 月額￥24000  最初

午後 7:00～  8:50 月額￥34000 長文全訳添削、語法、

午後 8:30～   one

                     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）

３月を基準に行いますので、空席があり

された場合は、次学年の授業料が最終授業料

4 月を含む）に入塾された場合、授業料

571-0775 または（

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

「塾名」ではなく「教師」で塾を選んでいますか
級 、国連英検 A 級を取得｡ TOEIC 990

アリゾナ大学大学院､及び州立ワシントン大学大学院

English As a Second Language (

法)で修士号を取得｡言語学界の天才

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。

同志社高校を卒業後､州立ワシントン大学

技術翻訳者として活躍。主な仕事 川崎製鉄－富士通

建設プロジェクトに正規翻訳者として参加。その他多数。

覚える勉強

http://siec.papiko.com 

★この募集広告は､毎年 1 回しか配布致しませんので､大切に保管して下さい｡

    Shimizu Intensive English Course

清水英語特訓教室
                     ℡571-0775 

携帯090-3625-7762

も益々充実！ 

小学・中学・高校・浪人） 
一言 

英語の実力なら、どこでも受験OK 

文法から 基礎英作まで   

すでに、他の追随を許さない実力 

少人数ならではのきめ細かい指導 

質問の時間 

お遊びなら他塾へ！ 5,6年のみ 

医学部」および「難関大学」の受験問

高度英作 

留学必須 Reading 及び Listening 

最初が肝心。一味違うプロの授業 

長文全訳添削、語法、Listening 

one-on-one 指導で、短期決戦 

実費少額必要です｡ 

（小学生は除く） 
があり途中入塾が可能である 

最終授業料となります。 

授業料は、月額￥50000 に 

（090-3625-7762）まで 

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｡
 

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 ？  

TOEIC 990 点（つまり満点）取得。 

ワシントン大学大学院で言語学を学び､

Language (英語を母国語としない人に対する

｡言語学界の天才 チョムスキー博士の弟子アクメイ

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。 

ワシントン大学にて海洋学を専攻。同学を卒業後、

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。

勉強から 考

回しか配布致しませんので､大切に保管して下さい｡ 

Shimizu Intensive English Course  

特訓教室 
 

7762 

 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｡ 

http://siec.papiko.com 

 

で言語学を学び､ 

英語を母国語としない人に対する 

アクメイ 

 

後、 

製鉄所 

趣味は自転車。 

考える勉強へ 



 

 

 

 

 

 

 

【1 クラス 4 名以下
 従来より「語学教育は一流の講師による少人数制」が必須であり、

ましたが、政府の対策に先駆けて

冬季のインフルエンザ対策として、広い教室での少人数授業をはじめ、空気清浄器の設置やマスクの着用、トイレの自動給水栓、アルコールの設置など、

感染症対策は行ってきましたが、今回の

どの情報伝達を加え、更なる感染症対策の徹底を行う所存です。

 

【兄弟姉妹は入塾
 普通に良さそうな塾なら友人にも紹介します。
からウロコ」の様な塾は、そう簡単には他人に教え
つける事が難しい理由が、そこにあります。
て下さい。そこは清水英語

 

【人生で一度は思いっき

り頭脳を鍛えてみません

か】確実に前進する授業

ほとんど全ての学校や塾で行われてい

る事は「教師が解答を与え、生徒がそれを

覚える」という極めて安易な手法です。

徒が自分で解答を導き出せなければ

がありません。特に、英語においてそのよ

うな、記憶だけに頼る手法で

でなく言語能力全般が極めて低くなりま

す。当塾の生徒が読解・英作の実力が高く、

卒業後も長きに渡って卓越した

を示す理由は、中学一年の時から、

 

卒業生

「無料英作添削

清水英語

Shi

清水
℡

名以下の少人数制 身につく英語
従来より「語学教育は一流の講師による少人数制」が必須であり、30年以上もの間８名以下の少人数制を貫き、生徒の学習環境を最優先に考えてまいり

ましたが、政府の対策に先駆けて2020年3月よりCOVID-19対策を徹底すると共に、

冬季のインフルエンザ対策として、広い教室での少人数授業をはじめ、空気清浄器の設置やマスクの着用、トイレの自動給水栓、アルコールの設置など、

感染症対策は行ってきましたが、今回のCOVID-19対策として、定員の半減と窓の開口による換気の徹底、生徒及びご家族に対する

どの情報伝達を加え、更なる感染症対策の徹底を行う所存です。 

入塾させるが、友人
普通に良さそうな塾なら友人にも紹介します。 しかし、自分の潜在能力を限界まで発揮させてくれる、まさに

の様な塾は、そう簡単には他人に教えません
、そこにあります。 勉強に対する姿勢が

英語特訓教室です。Web Page の「卒業生

【人生で一度は思いっき

り頭脳を鍛えてみません

授業とは

ほとんど全ての学校や塾で行われてい

る事は「教師が解答を与え、生徒がそれを

覚える」という極めて安易な手法です。生

徒が自分で解答を導き出せなければ意味

がありません。特に、英語においてそのよ

手法では、英語だけ

極めて低くなりま

読解・英作の実力が高く、

長きに渡って卓越した英語能力

由は、中学一年の時から、記憶に

頼 る の

で は な

く、文章の構造や内容を正確に理解する事に重点を置いた学習方法をとっているからです

学生時代の短く貴重な時間

も早く来て、思いっきり頭脳を鍛えてみませんか

 

卒業生の圧倒的

英作添削」は Web Page に

英語特訓教室  京都市伏見区醍醐京道

    地下鉄東西線

e-mail はホームページから

       携帯：

★この募集広告は､毎年 1 回しか配布致しませんので､大切に保管して下さい｡

Shimizu Intensive English Course

清水英語特訓教室
℡571-0775 携帯 090-3625

につく英語とコロナ対策
年以上もの間８名以下の少人数制を貫き、生徒の学習環境を最優先に考えてまいり

対策を徹底すると共に、1クラス当たりの定員も半数にする決断をいたしました。

冬季のインフルエンザ対策として、広い教室での少人数授業をはじめ、空気清浄器の設置やマスクの着用、トイレの自動給水栓、アルコールの設置など、

対策として、定員の半減と窓の開口による換気の徹底、生徒及びご家族に対する

させるが、友人には教えたくない塾
しかし、自分の潜在能力を限界まで発揮させてくれる、まさに
ません（笑）。 学習姿勢を根本的に変えてくれるほど良い塾を見

勉強に対する姿勢が、急に変化した生徒がいれば、そ
卒業生の声」を見て下さい。 http://siec.papiko.com

く、文章の構造や内容を正確に理解する事に重点を置いた学習方法をとっているからです

学生時代の短く貴重な時間を無駄にせず、正しい学習ができる

、思いっきり頭脳を鍛えてみませんか。 

 http://siec.papiko.com 

圧倒的な「質」！

にて自由に参加できます

京都市伏見区醍醐京道町 13 ｰ 22 
東西線｢小野｣駅から徒歩約 8 分 

はホームページから ℡：075-571-0775 
携帯：090-3625-7762 

回しか配布致しませんので､大切に保管して下さい｡ 

mizu Intensive English Course 

特訓教室 
3625-7762 

 

 

コロナ対策の両立】 
年以上もの間８名以下の少人数制を貫き、生徒の学習環境を最優先に考えてまいり

クラス当たりの定員も半数にする決断をいたしました。当教室では

冬季のインフルエンザ対策として、広い教室での少人数授業をはじめ、空気清浄器の設置やマスクの着用、トイレの自動給水栓、アルコールの設置など、

対策として、定員の半減と窓の開口による換気の徹底、生徒及びご家族に対するCOVID-19感染防止策な

塾とは】 
しかし、自分の潜在能力を限界まで発揮させてくれる、まさに「目

姿勢を根本的に変えてくれるほど良い塾を見
がいれば、そっと後をつけてみ

http://siec.papiko.com 
 

く、文章の構造や内容を正確に理解する事に重点を置いた学習方法をとっているからです。

無駄にせず、正しい学習ができる清水英語特訓教室へ、1 日で

」！ 

できます 


