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2021年度

対象学年 中学1・2・３年

私たちの歴史は確かな実績と信頼です。
筑紫丘・春日・福岡中央・筑紫レベルの公立高校受験者のための

少数精鋭・選抜制進学塾

福岡南セミナー
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福岡南セミナーは、1976年(昭和51年)創立、４6年目を迎える地域最古の進学
塾です。設立５０有余年と称する塾もありますが、ほかの地域で設立された本部
からの年数をカウントしており、この地域での歴史ではありません。
１９７６年当時は、英語・数学などの単科を教える塾や、２教科指導をする塾が

ほとんどでした。大橋にも理科・数学を指導する塾があり、校区の優秀な生徒
が通っていました。しかし、私たちは、公立高校入試５科目を指導することが不
可欠と考え、５人の教員で5教科指導の先鞭をつけました。
「少人数制による手づくりの教育」のスローガンを掲げ、開塾の年から筑紫丘高
校合格者を輩出し、塾生のほとんどが公立高校普通科に進学しました。以来、
進学塾としての色彩を深め、2018年からは、中３の募集は「筑紫丘・春日高校」
進学希望者のみを対象とする「選抜制進学塾」となりました。
今年度は、一昨年と同じく「福岡中央・筑紫高校」希望者までに門戸を広げ

ますが、生徒諸君には、「筑紫丘高校」を目指して努力してほしいと願っていま
す。

１９84年(昭和５９年)１２月に現在地に移転、１９９３年(平成５年)９月に、現在のビル
が完成しました。5年半前に赤を基調としたカラフルなものになりました。土地・
建物は私共が所有しており、賃借物件ではありません。土地や建物等に一切の
借入金はなく、健全経営で良心的な教育機関として歴史を刻んでいます。
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２０21年度生徒募集要項
新中学1年クラス
※募集人員 男子10名 女子10名 合計20名（定員制で、15名以下の場合は開講しません。）

※授業曜日 月曜日・木曜日 ※授業時間 19時45分～21時35分

※月謝 ￥10,000－・夏期講習\27,000-・冬期講習\15,000- 講習費込均等払\13,500-

新中学2年クラス

※募集人員 男子10名 女子10名 合計20名（定員制で、15名以下の場合は開講しません。）

※授業曜日 火曜日・金曜日 ※授業時間 19時45分～21時35分

※月謝 ￥10,000－・夏期講習\27,000-・冬期講習\15,000- 講習費込均等払\13,500-

新中学3年クラス
※募集人員 男子10名 女子10名 合計20名（定員制で、15名以下の場合は開講しません。）
※授業曜日 月・火・木・金曜日／2学期～隔週土曜日に4時限(15時30分～19時20分）
※授業時間 1学期…19時45分～21時35分／2学期～…18時45分～21時35分
※月謝 ￥20,000－・夏期講習\58,000,-・冬期講習\28,000- 講習費込均等払\27,200－
夏期講習からの継続で2学期以降も出席される場合の，月謝は\500-×授業時間数÷7か月です。
時間割編成後に決定します。

全学年、月謝を改定。表示金額に消費税が加算されます。1時間当たりの費用は税別で\500-
以下、日本一低廉な費用です。（昨年中の予約者は別途割引適用）

「入塾案内」作成時点で、4月からの生徒募集は終了しました。学年途中からの募集はありま
せん。現在、中3・8月「夏期講習」からのご予約のみ頂いております。

入塾金 \20,000- (中3夏期講習～参加者は、2学期以降の継続時に\10,000-)

年間教材費 中学1年生 \16,000- 教材費は、すべて

中学2年生 \19,000- 消費税を含んだものです。

中学3年生 \25,000- (中3夏期講習～参加者は、2学期以降の継
続時に\18,,000-)
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英検・漢検・数検などのテキストは、受験級やダブル受験などで、各自異なりますので、
教材費は、別途お支払い頂きます。また、実力テストや各検定試験の受験料は、別途
お支払いが必要です。教材忘れ等によるコピーには、1面20円の実費を頂きます。

福岡南セミナーは、
ここだけにしかない

福岡南セミナーよりも、
1時間当たりの授業料
が安い進学塾がありま
したら資料等をご持参
下さい。当セミナーは、
1時限(50分授業)あたり
\500-の授業料 を頂
いております。日本一
低廉な授業料だと自負
しております。

私たちの塾には、開塾以来25を超える中学の生徒が通っています。三宅・
筑紫丘・春吉・老司・横手・宮竹・三筑・野間・平尾・高宮・花畑・長丘
・柏原・日佐・那珂・東住吉・板付・片江・那珂川・那珂川南・那珂川北
・春日・春日北・春日西・学業院中学等々です。私立中学や福岡教育大附
属中の生徒を受け入れたこともありましたが、近年は周辺地域の中学の生徒
を優先しております。

私たちは、教室数や生徒数の多さを
誇る塾ではありません。開塾以来、
「少人数制による手づくりの教育」を実践
してきました。フランチャイズ方式で各地に
教室を展開する企業経営型の塾や、たった
一人の先生でコピー機１台というような零細
塾とは違います。大手の塾でもできないよ
うな設備の充実と豊富な教材資料を備えて
おります。プロジェクター・書画カメラ・大
型スクリーンとホワイトボードを併用する授
業、６０インチのテレビモニター・ブルーレ
イレコーダーも設置され、DVDなどの映像
や教育ソフトを活用し、効果的な授業を行
っております。

「安心メールサービス」
塾に来た時間や帰りの時間が、ご家庭のパソコンや携帯電話・スマートホン
等に、瞬時にメール送信されるシステムです。また、私共からのお知らせや緊
急連絡も個別または一斉にメール送信されます。継続生徒は前年度のものが
そのまま使えます。新規入塾の方には、所定のパスワードやカード番号をご登
録頂きます。カードは無料で貸与しますが、破損したり、紛失したりした場合
は、カード再発行料金\500-をお支払い頂きます。

の塾です。

また、当セミナーは年
度途中で追加料金を頂
いたり、「特訓」「合宿」
等々の名目で高額な費
用を年度途中に請求する
ことはございません。他
の塾と比較して頂き、割
高な場合は、授業料を
改訂します。

Ｏｎｌｙ ｏｎｅ
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福岡南セミナーでの授業について
中学1年・2年

数学・英語は、教科書準拠版のテキストを使って、中学校の授業進度に配慮した授
業です。10月の数学検定または1月の数学検定で、学年の相当級に合格できるように、
対策問題等を配布し、解説できるようにします。(今年度～)、英語は、中１には、１０月
に中１内容の５級、１月に中２内容の４級取得を、中２には、１０月に中２内容の４級、１月に
中学卒業レベルの３級取得を目指した指導をします。２０１７年度は、準２級に
82%が合格、残りの18%も３級合格を実現させました。４級・５級・３級のいずれかに
全員合格しています。(2019年１月実施分は判明していません。)
国語は、年間２３時間程度の授業ですから、文法や古文のルールなどを教えること

が中心になります。教科書内容は、お渡しする教科書準拠プリントを中学校の進度に
合わせて自学自習することが中心です。読解力や記述能力を高める授業は、塾では
不可能ですから、日頃から読書に親しみ「国語力」をつけることが重要です。漢字検
定で１０月または２月に、中１・４級、中２・３級が取得できるように教材を配布し、指導
していきます。
社会・理科は、中学校によって進み具合が大きく異なる場合があります。お渡しす

る定期テスト対策のプリントは、各自の学校の進度に合わせてやらなければなりません。
年間３０時間前後の授業では、該当学年の内容をすべて含んだ中学校納入教材を使い、
学校の進度に関係なく、説明と問題演習をします。定期テスト対策の教材は、教科書
に準拠したものです。
５教科ともに、夏期・冬期講習では、それぞれの学期までの復習中心のテキストを

使います。
中学３年

５教科ともに、４月から高校受験用のテキストを使った授業です。５月から毎月
実施の「フクトの実力テスト」の範囲に合わせた授業内容です。毎月の偏差値
が確実に上がるように、過去問や類題にも取り組み、結果が出る授業にします。
内申点対策も大切ですから、教科書内容の授業も組み入れます。受験用教材に
加えて、教科書準拠教材や単元のまとめのプリントなどを活用していきます。
今年から「数学検定」の指導も授業を通して行い、１０月または２月に学年相当
級の３級全員合格を実現できるようにします。英語検定と漢字検定は、学年相当
級より、１ランク上合格できるように、１０月または1・２月の受験に合わせた指導
をします。
夏期講習では、１・２年内容の復習を１時間１単元で授業します。各科目とも２３

時間～２９時間の豊富な授業時間ですから、科目によっては２学期内容まで進め
ていきます。８月２５日のフクトは1・２年内容全範囲から出されますので、過去数
年の問題演習の時間も設け、結果が反映できる指導を実践します。
冬期講習は、福岡県公立高校入試過去１０年分と関連問題の解説・演習が中

心です。当セミナーが福岡県高校進学研究会の名で出版し、県内の書店で発売
中の問題集に３年分の問題を加え、どの受験生よりも多い問題に取り組みます。
また、私立入試前後からは、同じく書店販売している「福岡県高校入試予想ズ
バリ模擬」などを使い、公立高校全員合格を目指します。これらの問題集は、
当セミナーの先生が問題や解説作成にあたっていますので、公立高校の出題傾
向を把握している「入試問題のプロ」が直接指導します。近年多くなった記述
問題や作文などの指導にも力を入れています。

当セミナーでは、年間時間割を作成し、計画的な指導をしています。授業のある日時
には必ず出席するようにして下さい。お盆やお正月の帰省やゴールデンウイークの計画
などは、授業に影響のないようにご配慮願います。
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偏差値とは…
中学校や塾独自に行われるテストの得点だけでは、学力をはかることはできま
せん。仮に１００点満点のテストで８０点を２回続けてとったとしても、１回目の平均点
が７８点であれば、全体の半分より少し上ということになります。しかし、２回目の平
均点が５５点であれば、同じ８０点でも優秀な成績ということになります。
偏差値は、テストの結果が、集団の平均値からどれくらい偏っているかを示す数
値です。統計学上は、おおむね７５～25の範囲で表されます。大学入試の模試な
どでは偏差値80とかの数値が出ることもありますが、それは全体の０．１%程度です。
福岡県の高校入試で使われるフクトなどのテスト業者の数値では、７５～25の範囲
です。偏差値と順位の対応関係をまとめると、次のようになります。

偏差値 １０００人中順位 偏差値 1０００人中順位
75 1～ 5位 73 6～ 10位
71 11～ 18位 70 23位前後
69 28位前後 68 40位前後
67 45位前後 66 50位前後
65 65位前後 64 82位前後
63 100位前後 62 110位前後
61 140位前後 60 160位前後
59 190位前後 58 210位前後
57 230位前後 56 270位前後
55 310位前後 54 345位前後
53 380位前後 52 420位前後
51 460位前後 50 500位前後
49 540位前後 48 580位前後
47 620位前後 46 655位前後
45 690位前後 44 730位前後
43 770位前後 42 790位前後
41 810位前後 40 840位前後
35 935位前後 30 977位前後
25 995～ 1000位

偏差値７０以上は、約４４人に１人、筑紫丘合格判定Cの６７は、約２1人に１人ということに
なりますから、中学校の１クラスで２名くらいしか存在しないことになります。偏差値60
以上でも約６人に１人ですから、１クラスで６～７名です。これをご理解いただけると、当
セミナーの塾生の平均偏差値が、いかに「ものすごい」かがおわかりいただけるはず
です。中3は、毎年、塾平均偏差値は62以上、平均偏差値67を記録した年もありまし
た。2021年1月のテストでは、偏差値73の生徒もあり、8割の生徒が「筑紫丘高校・
福岡高校・春日高校・福岡中央高校・筑紫高校」までを受験します。私立高校入試は、
一発全員合格で、「大濠スーパー進学・城東特進特待(校納金全額免除・東福岡英数
特進・筑紫女学園1類」等に合格しました。一部の生徒が、それ以外の高校の特進ク
ラス等に合格しましたが、私共の進学指導ではございません。受験高校を決める権利
は生徒自身にありますが、特進・選抜などと称しても、標準学力に満たない生徒が合
格できるような高校を受験される方は、ハイレベル高校を目指す生徒を対象としている
当セミナーにとっては迷惑です。お申し込みをご遠慮願います。
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福岡南セミナーで受験
できるテスト

一般会場まで出かける
ことなく、当セミナーで
受験できるテストは、
下記の通りです。

フクトの実力テスト
代行会場指定

英語検定
準会場指定

漢字検定
準会場指定

数学検定
準会場指定

テストが全学年一斉に行われる場合は、写真のような座席になりますが、隣同士は違った学年
で、異なった問題です。最大 80名が一斉に受験できるスペースです。検定試験は受験する級に
よって実施時間が異なりますので、25 名収容の教室で、隣とのスペースが十分確保された状態で
実施されます。また、隣の机との間をパーテーションで仕切るなどの工夫をする場合があります。
公正なテストを実施するために、前後でカメラによる自動撮影も行っております。

フクトの受験料は、実施当日払いです。年間会員割引で 30%～ 40%安くなりますので、年間会員
になられることをお勧めします。面談の際、パンフレットをお渡し致します。当セミナー塾生の
場合は、各自で手続きする必要はございません。手続きは私共で代行致します。

英語検定・漢字検定・数学検定については、お申し込み時点で、検定料のお支払いが必要です。
各協会には、私共でまとめて振り込んでおります。各検定料は次の通りです。
◎英語検定 ５級・¥2.000- ４級・¥2,100- 3級・¥3,400- 準 2級・¥4,800- 2級・¥5,400-

(本会場での受験より、各級¥400-お安くなっています。)
◎漢字検定 7級～５級・¥2,000- ４級・３級・準２級・¥2,500- ２級¥3,500-
◎数学検定 ８級～６級・¥2,200- ５級・４級¥2,700- ３級¥3,200- 準２級・¥3,700-
なお、2020年は「新型コロナ感染症」の拡大に伴い、漢検・数検は実施されませんでした。また、各検定とも
実施最少人数がに満たない場合は、実施できません。

フクトの実力テスト・実施時間 (５科目実施時)
玄関ロック解除 7:40 国語 8:00～ 8:50 数学 9:00～ 9:50 社会 10:00～ 10:50
理科 11:00～ 11:50 英語リスニング 12:00～ 12:15 英語筆記 12:15～ 12:55
解答・解説配布・受験票回収 終了 13:05

中１・２の３科目実施時
玄関ロック解除 7:40 国語 8:00～ 8:50 数学 9:00～ 9:50 英語 10:00～ 10:50
解答・解説配布・受験票回収 終了 10:55

フクトの実力テストについては、部活動や試合等の関係で、所定の時間に受験できない生徒つい
ては、時間を変更するなどの便宜を図っていますが、各検定試験の時間変更はできません。
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きれいな教室・快適な環境を心がけています。
・玄関を入ったら、緑の踏み板の前で下足(靴)を脱ぎ、上履き(スリッパなど)に履き替えて下さい。
下足はシューズロッカーの下段に入れて下さい。帰りには、上履きをシューズロッカーの上段に
入れて下さい。新学期になるとロッカーには、お名前のシールが貼られますので、自分の場所を
確認して下さい。
・消しゴムの消しカスは１時間ごとに、所定のごみ箱に入れて下さい。床に払ってはいけません。紙屑
なども必ずごみ箱に捨てて下さい。机や周囲を汚している生徒には、教室の掃除をしてもらいます。
・自転車で通う生徒は、建物右側の駐輪場奥から順に詰めて、整然と並べて下さい。
約２５台が駐輪できますが、一杯になったら、
正面自動販売機の左から順に並べて下さい。
下の写真では、歩道と同じ高さに並べていま
すが、今後は一段上のタイル張りの場所に
置いて頂きます。１５台駐輪できます。

・男子用トイレは、事務所横のブルーのドア、女子用トイレはピンクのドアの場所です。男子トイレは
小用便器2と和式便器１ですが、１階・３階に温水洗浄トイレがあります。１階・３階利用時は、事務所
職員に申し出て下さい。女子トイレは温水洗浄ですが、混雑している場合は、職員に申し出て頂け
れば、３階が利用できます。トイレを汚した場合は、備え付けの掃除道具で、汚した人がきれいに
して下さい。教室やトイレなどの清掃は、業者ではなく、塾長本人と常勤職員が行っています。
・トイレは、男女とも、トイレ用下駄に履き替えて利用するようになっています。出る時には次の人
が利用しやすいように、下駄の向きを配慮して並べて下さい。
・きれいで快適な環境を維持するために、私たちも努めていきますが、生徒諸君にも「来た時より
も美しく ! 」を心がけてもらいたいものです。
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今年の福岡南セミナーに通う皆さんへ

・中３は「筑紫丘・春日・福岡中央・筑紫」高校を目指す生徒を対象としています。それ以
外の公立高校や高専・私立高校・実業系高校・単位制高校などを目指す生徒は、入塾で
きません。(修猷館高校・福岡高校・城南高校理数科にも実績があります。)

・筑紫丘高校は、最難関高校です。たやすく合格できる高校ではありません。合格判定A
の偏差値７１以上は、１０００人中18位～２０位、B判定６９以上は２８位、C判定６７以上は４７位
という位置です。すなわち、合格安全圏なら１００人中２位か３位、合否ギリギリでも５位
程度の成績でなければならないということです。１学級４０人なら、クラスで１人か２人しか
合格できない高校であることを理解して下さい。春日高校でもC判定偏差値６２は、１０００人
中120位前後、福岡中央高校は２２０位、筑紫高校は３１０位がギリギリのラインと考えて
下さい。

・まあまあ勉強ができるという程度で筑紫丘高校を目指す人や、上位４校までを受験しよう
とする人は、甘い考えを捨てなくてはなりません。部活や学校外のクラブ、習い事などを趣
味程度の活動をやって来た人は、中３では意識を変えなくてはなりません。チームでレギュ
ラーになれないことがわかった時点で、あるいは大会やコンクールに出場できないとわかっ
た時点で、勉強に全エネルギーを注ぐように切り替えなければなりません。

・学校のテストでも優れた成績をおさめないと、内申点不足で上位４校を受けることは難し
くなります。通知表の評価が内申書の評定です。オール５の45～オール1の９が評定値で
す。中１・2の評定ではなく、中３の学年評定が入試選考の対象となりますから、今からでも
取り返しがつきます。おおむね、１学期と２学期の評定を足して２で割った値が、学年の評
定、すなわち内申点と考えてよいでしょう。次に第５学区の公立高校に必要と思われる内
申点と受験可能偏差値は、次の通りです。

筑紫丘 40(66) 春日 37(62) 福岡中央 34(59) 筑紫 33(56)
筑紫中央 31(54) 福翔 31(53) 武蔵台 29(49) 柏陵 27(44)
太宰府 23(39) 誤差± 1

過去19年間の公立高校入試平均点は次の通りです。
平成 13年 191点 平成 14年 172点
平成 15年 192点 平成 16年 196点
平成 17年 202点 平成 18年 190点
平成 19年 190点 平成 20年 184点
平成 21年 175点 平成 22年 175点
平成 23年 164点 平成 24年 158点
平成 25年 156点 平成 26年 150点
平成 27年 168点 平成 28年 166点
平成 29年 164点 平成 30年 161点

平成 31年 175点
最近10年分の平均点 164点

平均点を16４点前後とした場合の合格最低点は次のように推定されます。
筑紫丘 252 春日 229
福岡中央 214 筑紫 197
筑紫中央 186 福翔 180
武蔵台 160 柏陵 140
太宰府 101 誤差± 5
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福岡南セミナーを巣立った塾生のメッセージ

ここに通えて本当に良かった。とても楽しい塾でした。やはり「オンリー・ワン」という表現がぴ
ったりの塾でした。色々なものを頂いたり、おいしいものをごちそうになったりしたこと、本当に嬉
しかったです。先生の授業はわかりやすく的確なものでした。数学の先生もプロフェッショナルでした。

どこを探しても見つからないほどの熱い指導をして下さった塾です。カラフル・激安・楽しい…辛い
ときにも逃げずにやると成績が必ず上がる塾です。

自分に勉強のやる気を与えてもらいました。数学の授業の解説は細かく丁寧でした。塾長の授業はわ
かりやすく、授業に関連した話の中で大切なことをたくさん教えて頂いたと思います。

世界一の先生が教える宇宙一の塾。後輩諸君！先生の話を一つも聞き逃すことなく、そして地獄の夏
休み・冬休みを乗り越えて頑張れ！

この塾は、すご過ぎて、書くスペースがこれだけでは足りない塾でした。自分を変えてくれた塾でし
た。

福岡南セミナーは、私にとって大切な存在でした。今まで知ることもなかった話が聞けて、これから
の人生に生かせることをたくさん学びました。ちゃんと叱って下さったことがありがたかったです。

個性溢れる授業でした。先生のお陰で政治や社会情勢に興味を持てるようになりました。世界中どこ
を探しても絶対に見つからない「only one」の塾！

学力向上ができ、役に立ちました。問題量が多くて大変だが、入試対策はバッチリ。品川先生は優し
く厳しい宇宙人。連れさられる時は「何か」がもらえるから、積極的に連れさらわれに行こう。単な
る学習だけでなく、人生の学習もできた。楽しくて良かったです。

私にとって、福岡南セミナーは学力だけでなく、人としてたいせつなことが学べる塾でした。塾と言
えば勉強ばかりのイメージですが、品川先生は面白くて、優しいので、とても楽しく勉強できました。
数学の先生の解説もわかりやすく、最初は苦手だった問題が自分で簡単にできるようになりました。

夏と冬の講習は死にそうになるくらい勉強させられる塾（でも、死なない)。楽しく、将来に希望が持
てる塾。元気な先生がいる塾。

勉強だけでなく、人として大切なことが学べる塾。学校よりも数倍楽しい場所でした。数学の先生の
説明がわかりやすく、「口癖」が面白かったです。本気で叱ってもらえる塾、そして、世界一楽しい塾。

ここは「文化財」に認定されるべき塾。僕は10年後はニューヨークにビルを建てます。絶対、億万長
者になって見せます。こんなにも一人一人を見てくれる塾は他にはないと思う。勉強だけではなく、
社会のことや人間性も教えてくれる場でした。数ある塾の中からこの塾に出会ったことに運命を感じ
るべきだと思います。偉大な先生との出会いに感謝して、ここでの経験を生かしたいです。先生と飲
みに行けるような関係を保っておきたい!！

家で勉強するための「やる気」を出させてくれ、なおかつ、楽しい塾でした。

一人の人間として育ててくれる塾でした。先生の授業中の話は最高です。

愛情を教えてくれる塾、友情を教えてくれる塾、人としての生き方を教えてくれる塾、そして２０年
後も存在している塾。時に厳しい指導をしてもらい身も心も成長できたと思います。

私にとっては、初めての塾であり、見聞を広めることのできた塾でした。「勉強」だけという塾のイメ
ージを変え、たくさんの良い仲間(ライバル)に出会うことができた大切な場所でした。後輩諸君、勉
強が辛いときもあります。でも、そんな時こそ、本当の仲間を大切にして下さい。品川先生の授業は、
授業だけでなく色々な話をして下さったことで理解が深まりました。私は、品川先生に会うために塾

❤に来ていたような感じです。

人生の道しるべを示してくれるような場所でした。

2021年3月の生徒のメッセージは、後日掲載予定です。


