
小学生│中学生│高校生

ワオ・コーポレーションは、国内47都道府県に拠点を有し、幼児から社会人までを対象に教育サービスを提供する総合教育企業です。

2023

すべては成績アップ・志望校合格のために



ワオ・コーポレーションの教育理念

一人ひとりと真剣に向き合い、一人ひとりの目標達成を実現すること。

受験への挑戦を通して、人間として成長すること。

　受験は壁やゴールではない。

超えることによって夢や目標に近づいていけるハードルのようなもの。

受験の時期には目標でも、次の目標からすれば手段に過ぎない。

より高い目標を持ち、自ら進んでいける人に育てたい。

合格する力だけでなく、その後も通用する本物の力 ー人間力を育みたいー

子どもたちが主体的に学ぶようになってもらえるように

日々 子どもたちと向き合いたい。

予測不能な時代の中、答えを導き出すのは困難です。

しかし、子どもたちが、受験を通して、

学び続けることの大切さを理解できれば、

どんな困難も乗り越えられると信じてサポートしていきたいと考えます。

夢や目標を実現するために、学ぶことの大切さを伝えたい

会員五訓のような気持ちを大切にしてほしい。

私たちはこの想いがしっかり伝わるように、

個別指導Axisに通う子どもたちと日々 接し、指導していきます。

一、 あいさつは自分から心をこめてしよう。
礼儀は良好な人間関係の第一歩だ。

一、 生き生きとした「眼差し」をしているか。
それはすべてに勝る宝だ。

一、 失敗をおそれず挑戦しよう。
挑戦のないところに成功はない。

一、 一度たてた目標や計画は粘り強くやり抜こう。
安易な中断はゼロに等しい。

一、 常に反省し工夫しよう。
向上心は新しい「自分」を創造する。

志を高く持ち、自ら学び、自ら考え、
自らの判断で行動できる人物の育成

会員五訓

個別指導Axisが目指すこと
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－指導へのこだわりー

一人ひとりに力をつけるアクシスの学び

全国47都道府県の入試情報提供
アクシスは47都道府県すべてに本部拠点を設置することで、全国の大学入試
情報から各県の中学入試や高校入試など、地域に基づいた学校・入試情報
の把握に努めています。そして、その最新の入試動向や指導要領をもとに一人
ひとりに学習指導や進路指導を行い、県外の受験にも十分に対応できる最適
な教育サービスの提供が可能となっています。

志望校合格を実現する受験対応力
大学受験なら、基礎固めから共通テスト対策、学校推薦型・総合型選抜対策、難関大二次の記述対策まで、
高校受験なら、定期テスト対策から入試に向けた応用力養成まで、一人ひとりの目標に合わせた学習プランと
学習スタイル、特設ゼミですべての受験に対応します。

厳選されたハイレベルな指導陣
各校舎では、厳しい基準をクリアした、地域の情報に詳しく成績
アップへの情熱を持った指導者を採用しています。また、オンライン
では、全国にいる有名大学生やプロ講師の指導を受けることも
可能です。

目標達成から逆算した学習提案
入会時の学習相談や年間の保護者懇談の機会を通じて、一人ひとり
要望や状況を確認し、地域の教育に精通した校責任者が、目標から
逆算した個人別学習プランをご提案します。

成績を上げる学習メソッド・学習サポートツール

②定期試験対策プログラム（TTP）
得点アップに向けて学校の教科書や試験範囲に合わせた学習計画を立てます。
定期試験前には学習量を増やして学校別・個人別に対策を行います。

③無料の自習教材
「教科書単元CHECK」「漢字・計算ドリル」などのプリント類や「単元別ライブラリー」
「暗記トレーニング」などのWeb学習ツールなど、自習教材を無料で利用いただけます。

①自習支援プログラム（SSP）
これまでの指導実績をもとに、市販の参考書・問題集をどのように使えばよいかを志望校別
に整備。受講していない科目についても、自習計画や進め方をアドバイスします。

生徒

校責任者

保護者

教科指導者

学習提案

学習提案
指導報告

要望

要望

要望
指導

打合せ

指導報告

「学び方」と「学ぶ科目」の個別最適化
「苦手科目の克服」「志望校合格レベルの実力をつける」など、それぞれの目標達成に向け、科目別に学習スタイル
を最適化します。

学習効果を高める教室環境
私語厳禁の静かで快適なアクシスの自習スペースは、自宅よりも集中できると
好評です。また、校舎には推薦参考書や問題集、赤本や入試情報冊子などを揃え
ており、学習効果を高める環境を整えています。

ステップアップ講座 ロボットプログラミング講座

先生1人に生徒1人、または2人の個別指導 AI学習 AxisPLUS   オンラインゼミ

スーパー講師映像講座 オンライン家庭教師

3

2

1

5

7

6

4

ダブルサポートシステム

①指導者の採用・研修

②指導における3つの心得

③指導力の向上に努める３つの力

高いレベルでの指導品質の均一化に
取り組んでいます。

「ほめる指導」「教えすぎない指導」
「計画的な指導」

「教科力」「ティーチング力」「コーチング力」

全国
約500校

中学受験 高校受験 大学受験

● 特設ゼミ
　・志望校別入試対策
　　灘中学受験講座／ラ・サール中学
　　受験講座／愛光中学受験講座／
　　西大和学園中学受験講座
　・入試直前ゼミ
　　国立大附属中学受験対策
　　公立中高一貫校受験対策
　　私立中学受験対策

● 特設ゼミ
　・理社復習講座
　・公立上位高合格講座
　・パワーアップゼミ
　・志望校別入試対策
　・入試直前ゼミ
　　私立対策・公立対策
● 公立高校入試過去問全問解説映像

個別指導Axisの7つの強み 選べる
学習スタイル
選べる

学習スタイル
充実の学習
サポート
充実の学習
サポート

受験
対応力
受験
対応力

受験対応力受験対応力

受験対応力受験対応力

受験対応力受験対応力

選べる学習スタイル選べる学習スタイル

選べる学習スタイル選べる学習スタイル

充実の学習サポート充実の学習サポート

充実の学習サポート充実の学習サポート

入試対策講座

● 特設ゼミ
　・入試直前ゼミ
　  総合型選抜･学校推薦型選抜
　  対策／一般選抜対策
● 大学受験映像講座
　・共通テスト対策
　・特定大対策
　　東大／京大／東北大／阪大
　　岡大／香大／関関同立…ほか
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最適な学習を最適なタイミングで受講できる

「学び方」の個別最適化

高1 高2 高3

アクシスでは、学習のベースとなる目的別・科目別・学校別のカリキュラムをもとに、目標達成に向けた高品質な指導を、個人別の最適化

中1 中2 中3小1 小2 小3 小4 小5 小6
中学受験コース 公立トップ高・上位高受験コース 大学受験コース

中1 中2 中3
高校受験・学校準拠強化コース

1対1（1対2）個別指導
1対1（1対2）個別指導

1対1（1対2）個別指導

オンラインゼミ

単元別AI学習 AxisPLUS

オンライン家庭教師

スーパー講師映像講座

オンラインゼミ

オンライン家庭教師

スーパー講師映像講座

1対1（1対2）個別指導

教科書準拠 AI学習 AxisPLUS

オンライン家庭教師

スーパー講師映像講座

パワーアップゼミ

中1 中2 中3
中高一貫コース

1対1（1対2）個別指導

オンライン家庭教師

理社復習講座

公立上位高合格講座

オンラインゼミ

志望校別
オンラインゼミ

オンライン家庭教師

小1 小2 小3 小4 小5 小6
高校受験準備コース

1対1（1対2）個別指導

ステップアップ講座（算国） ステップアップ講座（英算国）

モジュールAI学習 AxisPLUS（英単語/計算/漢字）

オンライン家庭教師

小1　～　小２ 小3　～　小６ 中学生
ロボットプログラミングコース※中学生も受講可

ファーストコース

レギュラーコース（2年）

マスターコース（3年）

● 英語（標準～最難関）
● 数学（標準～最難関）
● 国語（共通テスト、難関～最難関）
● 化学（難関～最難関）
● 物理（難関～最難関）
● 日本史（共通テスト）
● 世界史（共通テスト）
● 地理（共通テスト）8月～

● 英語（標準～最難関）
● 数学（標準～最難関）
● 国語（難関）
● 化学（難関／高2～）
● 物理（難関／高2～）

● 英語（標準～最難関）
● 数学（標準～最難関）
● 国語（難関）

● 英語
● 数学
● 国語（古文）
● 理科（物理基礎、化学基礎、生物基礎、
　　　 物理、化学、生物）
● 社会（日本史、世界史）

● 英語
● 数学

● 英語
● 数学

小学生 中学生 高校生

プランで受けていただくことができます。
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合格に必要なのは、学習プランと
生徒とのコミュニケーション
個別指導Axis JR茨木校
校責任者 西田 迪代

志望校合格までの長期的な学習プランを一人ひとりに立案
し、指導者・保護者とも共有しています。校責任者は生徒との
コミュニケーションが非常に重要で、ちょっとした嬉しかった
ことや不満をいつでも言ってもらえる関係性を目指していま
す。どんな発言も否定せずに同じ目線に立ちつつ学習量が減
らないよう一緒に学習プランを見直すことも。また、モチベー
ションが落ちてきた時すぐ対応できるように、日頃から少しの
変化も見逃さないようにしています。
指導者に対しては、「教える」だけではなく、「できる」ようにす
るよう伝えています。宿題をさせる、確認テストを満点にする
ことも指導者の仕事です。また、学習プランをもとに、指導科
目を含めた全体の学習量の確認を徹底しており、常に志望
校に合格できるかを基準に指導にあたっています。

これからの時代に求められる
「考える力」を身につけてほしい

個別指導Axis 研究学園校
校責任者 浅理 雄太

生徒たちには「考える力」を身につけてもらいたいと思ってい
ます。これからの時代に必要なものは、答えのない課題を解
決できる力です。学習を通じて思考力を養うとともに、いつ・ど
のように学習するのかという、学習の仕方そのものを自ら考え
られるように指導しています。そういった力を身につけること
で、将来大人になって社会に出たときに、必ず、誰かの力に
なって、役に立ち、活躍できるはずです。
また、社会で生きていく上ではコミュニケーションも非常に重
要な要素です。アクシスの校責任者として、「あいさつ」「感謝」
「思いやり」が溢れる教室づくりを目指しています。まずは私自
身が率先垂範し、指導者やスタッフ、そして生徒たちにも伝播
していけたら、これほど嬉しいことはありません。

目標に向かってやる気を引き出すしくみ

アクシスの学習メソッド
成績アップ、志望校合格、そして夢の実現へ

校責任者からのメッセージ

学習サイクル

動機付け・
モチベーションアップ個人別学習プランの提案

まず初めに、学習目的や志望校、将来の夢や希望、そして
ライフスタイルなど現在の学習状況と合わせてヒアリング
をし、きめ細かく学習相談を行います。そして、学校のテス
トや模試の結果、体験授業を通じて「今」の学力を把握
します。「学習のスタート地点」「理解度」「学習量」「学習
スピード」を考慮して、一人ひとりにとって最適な学習プラ
ンを提案します。  

「子どもたちへの声のかけ方」に配慮し、授業を行なって
います。「わからない」「できない」という気持ちのまま学習
してもなかなか力はつきません。ちょっとした行動の変化
にアンテナを張り、子どもたちを「ほめる」指導を心がけて
います。子どもたちの頑張りを認めることで、子どもたちの
やる気を引き出し、学習に前向きな姿勢に繋げています。

わからないことの確認から始め、
一つひとつの疑問を解決することで
「わからない」を「わかる」に

事前に、テキストを読んでくることや
映像を確認することで、自分の
「わからない」を発見！

わかったことを使って、問題演習をすることで
「わかる」を「できる」に

授業で習ったことの定着と次回の授業の確認をすることで
「できる」の定着

宿
題

演習

授
業事前

学習
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小学生

▶志望校合格から逆算したカリキュラムと力をつける学習プランを提案します。
▶お子さまの志望校や理解度、学習状況に合わせて教科ごとに学習スタイルが選べます。
　  選べる学習スタイル   オンラインゼミ／1対1or1対2個別指導／オンライン家庭教師
▶合格に向けて苦手教科に特化した指導で合格力を高めます。
▶他塾との併用で特定教科に絞った対策も可能です。

オンラインゼミ（小4～小6）1

中学受験コース
国立大附属中学受験・私立中学受験・公立中高一貫校受検

全国の国立大附属中、有名私立中合格を目標に基礎から
応用、発展までの指導。

双方向のオンラインで全国の生徒と競い合う集団ライブ授業。

授業の理解が深まる反転学習。

欠席時もアーカイブ（録画）映像で受講可能。

1対1or1対2個別指導2
現在の学力と志望校の差を埋める個人別の指導。

強化が必要な教科や単元にしぼった集中対策。

公立中高一貫校の適性検査など志望校の出題傾向に合わ
せた指導。

オンライン家庭教師3
指導経験豊富なプロ講師や東大生・京大生などによる
1対1指導。

学習状況に合わせて、教室でも自宅でも受講可能。

オンライン授業

理解度の確認

やり直し・宿題

知識の定着

学習サイクル

反転授業

課題の発見

（事前課題～解説映像）

◎ ファーストコース

ロボットプログラミング講座
の入門コースです。ブロック
の扱い方を学び、「あそび」
を通じて発想力と思考力を
身につけます。

小１・小２ 小3～小６・中学生

◎ レギュラーコース／マスターコース

ロボットを組み立て、プログラミングによってさ
まざまな動きを与えます。レギュラーコースで
はスクラッチ型のプログラミングを、マスター
コースではAI学習やゲーム開発で使用されて
いる「Python（パイソン）」を使って学習します。

ロボットプログラミング講座4

モジュールAI学習 AxisPLUS3

1対1or1対2個別指導2

ステップアップ講座1

▶中学進学時に成績上位でスタートするために「正しい学習習慣」を育成します。
▶お子さまの学習状況に合わせて、最適な学習スタイルが選べます。
　  選べる学習スタイル   ステップアップ講座／1対1or1対2個別指導／ロボットプログラミング講座
▶モジュールAI学習 AxisPLUSを使って「基礎学力」を養います。
▶はじめてでも取り組みやすい「スクラッチ型」でプログラミングの基礎を学びます。

テストの点数アップ・ニガテ克服・学習習慣づくり

高校受験準備コース／基礎力養成コース

先生の目の届く少人数制の個別指導。

「基礎力」から「応用力」まで養う100段階無学年式のプリント学習。

習得度に応じて、戻り学習も先取り学習も可能。

先生はいつも隣、理解度に合わせた細やかな指導。

小学校の教科書を使って、学校授業の理解・定着、ノートの取り方、宿題の
取り組み方も指導。

小学生のうちに英単語（約900語）・計算（4086問）・
漢字（1026字）の基礎力を習得。

集中力が維持できる、短時間の繰り返し学習で記憶を
定着。

ドリル学習+AI学習で効率よく反復学習。

やさしいスクラッチ型から始めて、本格的なPython（パイソン）型のプログラミングまで段階的にスキルアップ。

※ステップアップ講座・個別指導・オンラインゼミ受講生は無料

2023年度より
新導入!!

＜無料※＞
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教科書準拠AI学習 AxisPLUS2
教科書準拠教材をもとに、テスト・演習・解説動画・宿題が一体
となった、自分で学習できるように設計されたAI学習システム。

学校の授業に合わせて教科書に沿った予習復習に対応。

春・夏・冬の講習会ではAIが学習結果から弱点を洗い出し
一人別にカリキュラムを作成。

中3では全国の高校入試から、絶対に落とせない問題に取り
組み、段階を踏んで実力を引き上げ、入試実戦力が身につく。

入試直前期は、苦手なテーマを入試までに徹底的に克服して
いき、合格ライン突破に向けた総仕上げ。

中学生

日々の学習を蓄積し、AIが作成

学習の優先順位

個別最適
カリキュラム

取り組むべき
問題

定期テスト対策

講習会

入試対策

自分の疑問点や課題点をピンポイントで質問できる授業。

応用問題にも取り組み、定期テストや実力テストでの高得点を目指す。

入試を見据え、学校内容を先取りし、応用力を強化。

オンラインゼミ2
全国の公立トップ高、上位高合格を目標に基礎から応用、
発展までの学習。

受験や成績アップ方法を熟知した集団塾の精鋭講師陣に
よる、ハイレベルな授業。

双方向のオンラインで、同じレベルの目標を持つ全国の生
徒と競い合えるライブ授業。

オンライン授業
理解度の確認

やり直し・宿題
知識の定着

学習サイクル

反転授業

課題の発見
（事前課題～解説映像）

▶中高一貫校特有のカリキュラムや教材、授業スピードに合わせて対策します。
▶内部進学のための校内テストや模擬試験の対策をします。
　  選べる学習スタイル   1対1or1対2個別指導／オンライン家庭教師

学校授業と志望大学合格への対策

▶個別指導で、志望校合格レベルから逆算した個人別学習プランで弱点をなくして、得意を伸ばします。
▶オンラインゼミで、反転授業（課題発見）→ハイレベル授業（理解度確認）→宿題（知識定着）のサイクルで実力を養成します。
　  選べる学習スタイル   オンラインゼミ／1対1or1対2個別指導／オンライン家庭教師／AI学習AxisPLUS

基礎を固め難関高合格に必要な応用力を身につけるハイレベル対策
公立トップ高・上位高受験コース

▶個別指導で、苦手や得意など、特に強化したい教科を集中的に対策します。
▶AxisPLUSで、学校教科書に合わせた先取り学習と、AIが学習結果から作成する一人別カリキュラムで効率よく学習します。
　  選べる学習スタイル   AI学習AxisPLUS／1対1or1対2個別指導／オンラインゼミ／オンライン家庭教師

中学校に合わせた定期テスト対策と高校受験に向けた成績アップ対策

高校受験・学校準拠強化コース

中高一貫コース

1対1or1対2個別指導1
中高一貫校の速い授業や範囲が広く難しいテストに
も対応できる、きめ細やかな指導。

個人別の学習プランで、中学のうちから大学受験対
策が可能。

1対1or1対2個別指導1 1対1or1対2個別指導1
定期テストの点数アップを目指して、学校授業の内容を理解・定着。

前学期・前学年までさかのぼって基礎からのやり直しも可能。

先生はいつも隣。勉強の仕方や宿題の取り組み方も指導。

指導経験豊富なプロ講師や東大生・京大
生などによる1対1指導。

学習状況に合わせて、教室でも自宅でも
受講可能。

オンライン家庭教師2

定期試験対策プログラム（TTP） 万全の英語対策

学校の試験範囲に合わせて、教科書やワーク、学校配布
のプリントなどを使用して学習し、個別指導で苦手分野
や疑問点を解消します。授業を1回単位で追加できます。

◎定期試験対策ゼミ ◎勉強会・演習会
個人別の課題や定期試験の
予想問題に取り組みます。

◎完全攻略 英検®対策講座

◎リスニング・スピーキング
　対策トレーニング（ELST）

◎公立上位高合格講座（8月～2月）
入試問題を題材とした演習と解説を通じて、
合格のための答案作成力を強化します。

◎入試直前ゼミ◎パワーアップゼミ（9月～12月）◎理社復習講座（4月～7月）

個別指導で過去問に取り組みます。実戦力
を鍛えて入試での得点アップを目指します。

出題傾向の把握と実戦形式での練習。

全国の高校入試の中から絶対に落とせない
問題を厳選して取り組みます。

作文のコツや書き方を学びます。

（1・2月）私立対策入試に向けて中1・中2内容の理科・社会
頻出テーマを総復習します。入試レベル
の問題に触れて得点力を鍛え、苦手分
野をあぶり出して対策します。

◎作文講座（9月～1月）
◎公立高校入試過去問
　全問解説映像

（2・3月）公立対策

1学期 2学期 3学期

入試を突破する時期別の特設ゼミ中3対象

無料
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高校生

高校生

学校準拠の定期テスト対策から国公立大・私立大・難関大対策まで

国公立大・難関私立大受験対策

オンラインゼミ3
東大・京大などの最難関国公立大、難関私立大合格を目標に、基礎から応用、発展までの対策。

双方向のオンラインで全国の生徒とリアルタイムに競い合う集団ライブ授業。

受験や成績アップ方法を熟知した集団塾の精鋭講師陣によるハイレベル授業。

欠席時もアーカイブ（録画）映像で受講可能。

プロ講師や東大生・京大生・医学部医学科生など優秀な指導者による1対1指導。

小論文や記述式解答の添削や面接指導など、推薦入試・二次試験対策にも最適。

.部活動や習い事に合わせて、教室受講・自宅受講の選択が可能。

オンライン家庭教師2

受験指導に長けた実力派講師による映像講座。

基礎・基本から大学入学共通テスト・難関大入試まで全科目対応。

自分のペースで、入試科目の速習や先取り、苦手科目の総復習が可能。

スーパー講師 大学受験映像講座5

単元解説映像、演習(全問解説映像)、テストが一体と
なった自立学習のための単元別AI学習システム。

アクシスの授業に合わせて、理解を深めるための演習や
復習を行い、限られた時間で授業時間外の演習量を
確保、定着。

AIが学習履歴をもとに作成した個人別カリキュムで、
苦手克服・弱点補強。

単元別AI学習 AxisPLUS4

1対1or1対2個別指導1
学校授業の使用教材や進度に合わせた予習復習。

苦手を克服し、弱点を無くして、着実にレベルアップ。

解説と演習を繰り返し、理解と学力を定着。

勉強のやり方を教えてほしい、わからない所だけをピンポ
イントで教えてほしいなど、一人ひとりに合わせた指導。

学習
サイクル

復習・課題演習
知識の定着

オンライン授業
理解度の確認

講義内容を本当に定着させるためには、
時間を空けた復習が重要です。講義は全
て録画され、授業後１カ月間は何度でも
復習ができます。

ローリング学習

　  選べる学習スタイル   オンラインゼミ／オンライン家庭教師／1対1or1対2個別指導／AI学習AxisPLUS

大学受験コース

※個別指導・オンラインゼミで英語・数学を受講される場合、英語・数学は無料

2023年度より
新導入!!

＜無料※＞

アクシスの授業
インプット学習

AxisPLUSで復習・演習
アウトプット学習

▶ハイレベル指導のオンラインゼミをはじめ、理解度や学習状況に合わせて科目ごとに学習スタイルを選べます。

▶東大・京大などの最難関国公立大、難関私立大合格を目指します。
▶一般選抜での受験に向けた対策が主となり、高3では共通テスト対策・特定大対策、入試直前ゼミで追い込みをかけます。

学校準拠・定期テスト対策／学校推薦型・総合型選抜対策

　  選べる学習スタイル   1対1or1対2個別指導／オンライン家庭教師／オンラインゼミ／AI学習AxisPLUS
▶隣に先生のいる個別指導をはじめ、理解度や学習状況に合わせて科目ごとに学習スタイルを選べます。

▶高校ごとの使用教材や学習進度に合わせた学校準拠の授業で、学校授業の理解・定着をはかります。
▶定期テストなどのテスト対策をしっかりと行い、推薦や内部進学に必要な評定を確保します。

● 東京大学
● 京都大学
● 東北大学
● 大阪大学
● 岡山大学
● 香川大学
● 関関同立…ほか　　

● 共通テストパーフェクト

● これから始める物理基礎（共通テスト準備）
● これから始める化学基礎（共通テスト準備）
● これから始める生物基礎（共通テスト準備）
　　　　　　　　　　　　　　　 …ほか

英語/数学ⅠA・ⅡB・/現代文/古典
物理基礎/生物基礎/化学基礎/物理/生物/化学
日本史/世界史/地理/現代社会/政治・経済/倫理

◎共通テスト対策
　（スーパー講師 大学受験映像講座）

◎特定大対策
　（スーパー講師 大学受験映像講座）

◎入試直前ゼミ（10・11月）
　総合型･学校推薦型選抜対策
● 推薦入試過去問対策
● 小論文対策

◎入試直前ゼミ（1・2月）
　一般選抜対策
● 国公立大過去問対策
● 私立大過去問対策※左記大学は一例

1日5分、リスニングとスピーキング練習。英
検準1級までの二次対策
や共通テストのリスニング
対策に最適！AIを使った
発音採点もあるので、正
しい発音練習も可能です。

◎リスニング・スピーキング対策
　トレーニング（ELST）英検®5級～2級に対応。英検を知り尽

くしたエキスパートによる毎回約10分の
コンパクトな映像授
業とそれに準じた
練習問題。未習の
文法項目も自分で
学習できます。

◎完全攻略 英検®対策講座

定期テストの2週間前から
実施。学校別に出題されや
すい重要項目を集中的に学
習するなど、試験範囲に合
わせて得点に直結する指導
を行います。

定期テスト対策
普段習っていない科目も対策OK!

万全の英語対策
◎定期試験対策ゼミ

入試直前ゼミは、個別指導・オンライン家庭教
師を中心に、志望大学の頻出問題を攻略します。

大学受験映像講座の入試対策では、徹底的に分析した出題傾向に基づいて、得点に
直結する重要ポイントに取り組みます。

入試直前の総仕上げ高3対象

英検準1級を目指す!!

一人ひとりに最適な学習スタイルで本番で確実に得点を重ねていくための
実戦的解法の習得を目指します。
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勉強はまぁまぁできていたが、兄が通っ
ている学校に通いたいと思い、「関西大
倉２年連続合格」とかかれたポスターを
見て、アクシスに決めました！

JR茨木校の授業の様子。校責任者が個別ブー
スの中を回覧しています。

関西大倉3年連続合格！

先生が丁寧に教えてくれて、自分に自身がついた

関西大倉中学校 合格
U.Yさん│小学6年 7月入会│個別指導Axis ＪＲ茨木校出身

小学生
[中学受験]

受験まで日が短く、特に算数は急ぎ足で進めていきました。Uくんは難し
い問題も理解できるまで説明を聞いたり、何回も解いたりとひとつひとつ
着実に学び、宿題・自習をしっかり行ったことが合格に繋がったと思いま
す。剣道との両立は大変だったと思いますが一緒に計画を立て学習す
ることでどちらも頑張りきれたと思います。

Message

西田 迪代
【指導責任者】

自分ならきっとできる

先生はわからないところや間違えたところは
教えてくれて、わかったところ・よかったとこ
ろ・理解したところは褒めてくれます。なので、
苦手なところを意識して自学自習をし、得意
なところは応用問題をとくことで成長できま
した。わからないところはたくさんありました
が、アクシスに通ってから、徐々に成績があ
がってわかるところが増えました。合格できる

か心配だったけど、自分に自信がつき、落ち着
いて受験に取り組めました。（ご本人）
先生方が丁寧に一つ一つ教えてくださり、わか
らない問題をクリアしていくことで自信をつけ
てくれました。塾での様子を詳しく知らせてく
ださる報告書を見ながら「今日は新しい単元
をしたけれど、難しくなかったよ」と親子で話が
できたことも良かったと思います。（保護者様）

U.Y
さんの

国語の長文問題は、問題集を２回くらい
やりこむことで、解くスピードも上がり、
過去問の点数が上がりました。それで
も、７０点以上が１回しか取れないまま
受験１週間前になってしまったので、ア
クシスの先生に丁寧に教えてもらい、落
ち着いて試験に挑むことができました。

サッカーと勉強を両立してがんばりました。

国語の問題集を
2回やり込んだ

自習室でたくさん勉強して成績が上がった！

新潟大学教育学部附属新潟中学校 合格
山口 真希さん│小学6年 6月入会│個別指導Axis青山校出身

小学生
[中学受験]

宿題以外の問題にも取り組む圧倒的な演習量、苦手分野に積極的
に立ち向かう姿勢、難しい問題にたくさんチャレンジする心の強さが
合格をつかみ取ったのだと思います。長い間本当によく頑張りました。
合格おめでとうございます！

Message

早川 亜貴子
【指導責任者】

ぼくは、国語の長文と算数の図形が苦手で
した。それらは今まで自分の思う我流でやっ
ていたので、みんなのように効率よくできませ
んでした。しかし、アクシスの先生に長文のパ
ターン、書き方や、図形の出題形式、解き方
を教えてもらい、解くことが楽しくなっていき
ました。さらにたくさん応用問題をやりこむこ
とで、どんな問題でもできる、解けるという自

信がつきました。６月に入会して「無理で
す。」と言われていた受験。アクシスの先生方
のおかげで苦手を克服して無事合格するこ
とができました。アクシスの先生方への感謝
の気持ちでいっぱいです。（ご本人）
「サッカーも頑張りたい」という気持ちを尊重
してくださり、苦手克服をし、着実に学力を向
上させていくことができました。（保護者様）

山口
さんの

本人の勉強意欲があり、学校の先生に
なりたいという明確な夢がある為、合
格・不合格どちらにしても貴重な経験に
なると思ったため、中学受験にチャレン
ジすることにしました。（保護者様）

活気に溢れる住吉校の授業風景。一人ひとり
に合わせた授業内容で進めます。

学校の先生になりたい！

学校で自信を持って手を挙げられた

長崎東中学校 合格
柴田 真弥さん│小学5年 3月入会│個別指導Axis住吉校出身

小学生
[中学受験]

最初は苦手にしていた作文ですが、何度も何度も繰り返し取り組むこと
によって、書き方や構成の仕方がぐんぐん上達していきましたね。「でき
る喜び」を自身で体感し、結果として志望校合格を掴み取ったことは、
大きな自信と財産になったことでしょう。思い描いている中学生・高校生
になれるように、これからも一緒にがんばっていこうね！！

Message

濵村 裕之
【指導責任者】

自信を持てるようになりました

私はもともと学校で答えが合っているか分か
らず、手をあまり挙げていませんでした。しか
し、個別指導Axisに通い始め、予習をすること
で学校で自信をもって手を挙げることが出来
るようになりました。今思えば、ずっと手を挙
げることが出来なかったのは答えを間違うこ
とがはずかしかったのだと思います。アクシス
に通ったことによって手を挙げることが出来

ました。手を挙げることで成績は上がり、色々
なことに自信を持てるようになりました。志望
校に行けると知った時、とても嬉しくなり、アク
シスに通ってよかったと思いました。（ご本人）
元々人見知りがあり、中高一貫校の受験にあ
たり、一番の気がかりは面接でした。個別指導
を受けたり、校責任者の先生からの声掛けで、
人見知りを克服したようです。（保護者様）

柴田
さんの

アクシスでよかった！先輩たちの受験体験記

私は算数が苦手で、特に、速さと割合の
問題が苦手でした。ですが、問題集の分
からなかったところに印を付けて、何度
も解き直しをしました。過去問は、12月
下旬から取り組み、5年分解きました。学
校の傾向を掴み、直しはアクシスで先生
に教えてもらいました。

宮尾さんが通ったアクシス海南校

苦手な算数を
何度も解き直した

前向きにコツコツと自分のペースで

近畿大学附属和歌山中学校 合格
宮尾 美玖さん│小学5年 7月入会│個別指導Axis海南校出身

小学生
[中学受験]

家庭での予習がしっかり出来ており、アクシスでは質問がある問題を
中心に取り組めたので効率よく学習できていたと思います。
また、一緒に解いた問題を家でしっかり復習し、自力で解けるように
頑張っていたと思います。

Message

横山 和弘
【指導責任者】

アクシスに通っていて良かったと思うことは、自
分のペースで勉強が出来たことです。私は、受
験勉強を始めるのが遅く、不安でしたが、先生
が「努力次第で結果は変わるよ」と言ってくれ
て、頑張ることが出来ました。少しずつ勉強の
成果が出て、6年の秋に模試の成績が良くな
り、うれしかったです。今まで考えていなかった
学校を志望校に決めることにし、土日も早起き

して頑張りました。私はアクシスで、苦手な科目
も努力すると克服できること、努力することの
大切さを学びました。（ご本人）
面談の度に的確なアドバイスをしてくださいま
した。特に、6年の秋に志望校を変える際は、一
緒に頑張りましょうと前向きな言葉をいただき
ました。個別で、焦らず自分のペースで勉強出
来たのが良かったと思います。（保護者様）

宮尾
さんの

努力次第で結果は変わるよ?
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私は、単語帳を中心に英単語の勉強を
しました。私の中学校では朝読書の時間
があったのでその時間に単語帳を見るよ
うにしていました。またわからない単語に
付箋をつけて、すぐに分かるようにしてい
ました。さらに、私は書かないと覚えられ
ないタイプなので、毎日ひたすら意味と
単語をノートに書くようにしていました。

皿井さんのノートには単語がびっしり。

おすすめ
英単語暗記法

信頼できる先生とＥＬＳＴの活用

岡山城東高等学校 合格
皿井 七楓さん│小学6年 3月入会│個別指導Axis上道駅前校出身

合格おめでとうございます。3教科に加え、入試直前の英検準2級合格、
英語での面接練習や英作文対策等、本当によく頑張りました。
指導の先生を信頼して受験まで力いっぱい励んだ結果が実を結びま
したね ！ 「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは人の 為さぬな
りけり」地道に努力し続けた日々 を忘れず、高校生活を楽しんでください。

Message

亀田 行史
【指導責任者】

私は、特別入試を受けるにあたって入試の
実技の対策をするため特別入試対策の講
習を週に1回受けていました。その講習を受
け持ってくださった先生がとてもいい先生で
した。よりナチュラルな英語の使い方やよく
使える熟語などをたくさん教えてくださりと
てもためになりました。また、入試本番直前
に緊張と不安でつらかった時に、強い言葉

で背中を押してくださり、とても嬉しかったで
す。さらに、私は英語のアプリであるＥＬＳＴ
を使って、英語の発音や音読、模擬面接など
をしました。点数を出してくれたり、アドバイ
スを書いてくれたりしたため、不安だった発
音に少しずつ自信がつきました。高校入学後
も続けていこうと思っています。

皿井
さんの

AxisPLUSなど、多様な学習スタイルがあります。

入試直前期の
ケアレスミス対策

心地よい雰囲気で勉強できて、的確なアドバイスもしてもらえた

佐賀西高等学校 合格
江本 舜さん｜中学3年 7月入会｜個別指導Axis佐賀駅前校出身

自分の弱点を理解し、何をしなければいけないかわかっていたので、
ＡｘｉｓＰＬＵＳを使いながらどんどん自分で学習を進めていき、見事合格
を勝ち取ることができました。
高校に入るとより自学が大切になっていきます。高校生活を楽しみつ
つ、大学合格に向けてまた一緒に頑張っていきましょう。

Message

髙岸 慶武
【指導責任者】

Axisは私にとって最高の塾

アクシスに通ってよかったことは、心地よい
雰囲気の中で勉強できたことです。
先生たちはみんなとても優しくちょっとした
雑談もたくさんしました。塾全体が落ち着い
ている感じがして、気持ちよく勉強に集中で
きました。
先生たちは、すぐに質問にも答えてくれるし、
進路の相談にものってくれました。受験直前

には、何度も「できる」と声をかけて背中を押
してくれました。さらに先生たちは豊富な経
験から的確なアドバイスをくれました。
そのおかげで、効率的な勉強方法や入学後
にどのような勉強をすれば高校生活をうまく
スタートできるのかなどを知ることができま
した。アクシスに入ってよかったと感謝してい
ます。

江本
さんの

歴史上の出来事を覚えるために、ただ年
号を語呂合わせで覚えるのではなく、ま
ず、その出来事がどういう経緯で起こっ
たのかを理解し、それを友人や家族に説
明するという方法をとりました。そうする
ことで記憶が定着するし、友人と勉強す
る際には、友人の手助けにもなりました。

中学生
[高校受験]

中学生
[高校受験]

日高さんが通う、集中しやすい上杉校の自習
ブース。参考書も豊富です。

入試直前期の
ケアレスミス対策

県外受験を自力で乗り越えるのは厳しいと思い入会

東京工業大学附属科学技術高等学校 合格
日高 健晴さん｜中学3年 7月入会｜個別指導Axis上杉校出身

些細なことでも疑問があればその都度質問し、解決しようとする姿勢
がすばらしかったです。単に問題演習や暗記をするのではなく、原理
を突き詰めて自在に使えるようにすることはきっと役に立ちます。今後
も向上心を持ち、主体的に学ぶことを期待しています。

Message

齋藤 弘紀
【指導責任者】

Axisは私にとって最高の塾

私は宮城県に住んでいましたが、理系に特化
した勉強をしたいと思い、東京の高校を目指
していました。中3の初めの頃は自力で受験を
乗り越えようと考えていましたが、県外受験
をする私にとってはそれは無謀な考えでし
た。そこで私は仲の良い友達が通っていたア
クシスに通うことにしました。アクシスは授業
の内容を自分で決められるので、他の塾生と

戦うフィールドが違う私にとってとてもありが
たかったです。その他にも楽しい授業や、集中
しやすい自習室のお陰で塾に行くことが楽し
くなっていました。そして模試の結果が上が
り、安定するようになりました。中3の初め頃
の考えのまま受験に挑んでいたら絶対に合
格できていなかったと思います。アクシスには
感謝しかないです。

日高
さんの

ケアレスミスが多かったので、入試の数
週間前から今までの自分のミスを実際
に紙に書き出してみると、意識していた
つもりでも意識できていなかった事が見
つかりました。ケアレスミスは仕方ないよ
うに見えて、実は対策が必要です。

中学生
[高校受験]

テストが終わった時や返ってきた時に、
絶対にどの教科もやり直しや解き直しを
していました。この習慣のおかげで、暗記
分野ではあの模試で出たやつだと記憶
に残っており問題を解くことができまし
た。数学でわからなかったものは、解答を
読みながら、重要と感じたところをペンで
書き込んでいました。

高の原校の生徒も先生も真剣な授業の様子。

ミスの傾向を探すこと

生徒の事を第一に考えてくださる先生方

アクシスが開いている日は毎日通いました

帝塚山高等学校 合格
吉本 智咲さん│中学1年 6月入会│個別指導Axis高の原校出身

定期テストや塾の小テストなどに対して計画的に取り組んでくれてい
ました。
やるべきことや必要なことを自分でも考えて行動している姿が、日々の
授業でも自習でも印象的でした。素敵な高校生活を送ってください！

Message

下農 智詩
【指導責任者】

アクシスの先生方はどの先生も相談に乗っ
てくれるような先生でした。私は中学1年生
の頃からアクシスに通い始めたのですが、私
にとって初めての塾だったため、わからない
ことだらけでした。塾の責任者の方をはじ
め、先生方はそんな私にたくさん話しかけて
くださりました。だから私も先生方と話しや
すくなりました。それが受験期になってよ

かったことに気づかされました。先生方は勉
強だけでなく日頃の悩みまで相談に乗ってく
ださり、受験前にもたくさんの先生方に励ま
されました。だから当日、いつもより結果が出
たのだと思っています。このような良い環境
のアクシスに出会えたから約2年半頑張って
これたんだと思い、本当に感謝しています。

吉本
さんの

中学生
[高校受験]

アクシスでよかった！先輩たちの受験体験記
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アクシスでよかった！先輩たちの受験体験記

高校生
[大学受験]

自習室の使い方を見ていてもオンとオフ
がはっきりしていましたね。だらだら休憩
することはなくて、わーっと自習して、すっ
と休憩して新聞読んで、その切り替えが
ほんとにうまいなと感心しました。一度、
「何の記事見てるの」と聞いたら、その時
は将棋でしたが、自由スペースに置いて
ある新聞の様々
な記事に関心
を持って読んで
いるようでした。
（責任者談）

オンとオフの切り替え

アクシスは大分では一番いい環境だと思っていた

東京大学〈理科三類〉 合格
後藤 大和さん│小学3年 12月入会│個別指導Axis大分駅前校出身

大和くん、合格おめでとうございます！ 志望校が母校になりました。４月
には次の目標を見つけて頑張ってください。受験勉強で将棋もあまり出
来なかっただろうから、それをする時間が持てるね。いつもアクシスに来
て新聞を読んでいるキミの姿がもう見れないと思うと我 も々寂しいです。
新しい環境でも、後藤大和ココにあり！ で頑張ってください。

Message

時松 博之
【指導責任者】

早めに勉強を始めたアドバンテージを守り切った

私は自習室に毎日通っていました。受付の先
生方は優しく、開館時間前であっても自習室
を開けてくれるなどの配慮をしてくれました。
本当に感謝しています。自習室に通うことで、
モチベーションの低い日でも勉強をするよう
になり、毎日勉強することが習慣化しました。
結果として、膨大な学習量を要求される大
学受験、ひいては東大受験においてアドバン

テージが得られたと思います。第一志望校に
確実に合格する実力をつけるためには、周り
の人たちより早い段階で準備を始め圧倒的
な量をこなすことが肝要です。自分は、他の
人より早く大学受験に向け意識的に勉強し
ていったことが今回の合格につながったと
思っています。アクシスの快適な学習環境に
は非常に感謝しています。

後藤
さんの

アクシスに通って
よかった！

僕を支えてくれた二人の先生

東北大学〈農学部〉 合格
高橋 悠太さん│中学1年 4月入会│個別指導Axis福島校出身

高校生
[大学受験]

途中自分の勉強が信じることができなくなったこともありましたが、最後
までしっかりと貫くことができたことで、結果につながったと感じていま
す。これからの人生においては、柔軟性も取り入れ、最後まで貫くこと
ができるような大人になってほしいです。

Message

佐々木 雅人
【指導責任者】

提示した問題を瞬時に理解して答えてくれる

旧帝大ブランドを意識し、東北大学を志望
しました。アクシスの個別指導で数学の授業
を受けていました。数学の先生は質問したこ
とに対して、なぜその考え方になるのか、背
景にはどんな知識があるのかなど、問題を解
くにあたって一番知りたいことを的確に教え
てくださいました。提示した問題を瞬時に理
解して答えていただいたのでテンポよく進む

ことができたと思います。
面談では僕の性格や苦手な問題をよく理解
してくださった指導担当者の先生に真摯に
対応していただきました。僕の成績が伸び悩
んでいるときや抽象的な質問をした時も遅く
まで相談にのってもらい、解決に導いてくれ
ました。僕が合格できたのは確実にこの二人
の先生のおかげです。

高橋
さんの

中１の時に友達がアクシスに通っていて
体験してみた結果、他塾より応用的なこ
とを学習できたので、入会しました。高1
の時は280人中50位くらいだったが、高
2、3になると20番台、一番いいときには1
桁まで順位が上がりました。

高橋さんが6年間通ったアクシス福島校。駅の
すぐ近くで能開センターとの併設型校舎。

京大への憧れ

アクシスは受験勉強のペースメーカー

京都大学〈理学部〉 合格
岡 健生さん│高校3年 8月入会│個別指導Axis四条烏丸校出身

高校生
[大学受験]

合格おめでとう！ 一番すごいと思ったのは「気持ちの強さ」です。現役
生は「模試の結果」に精神がかき乱されがちですが、「やるべきことを
やるのみ！」と言う気持ち・姿勢を貫き合格を勝ち取りましたね！ 最高に
カッコいいです！

Message

羽上 浩司
【指導責任者】

常に冷静に、理詰めで対応するが、

粘り強く負けず嫌いでいることも忘れずに

講師の方々が私の勉強の進み具合などを見
て、どの問題集をどのペースでするのかなど
を計画してくださいました。部活を引退して
本格的に受験勉強を始める前は、計画を立
てて勉強したことがほとんどなかったので、
本当に助かりました。それがきっかけで、自分
でも勉強のプランを立てる習慣がつきまし
た。また、講師の方の意見と私の要望を相談

させる形で小テストを作っていただき、効率
よく暗記系を攻略することができました。講
師の方々は、「今、過去問でこれぐらいできる
から受かる」と具体的に励ましてくださった
り、自身の体験談からどのような心構えで挑
むのがよいかなどを提案してくださったりし
ました。そのおかげもあり、本番は自信をもっ
て、かつ集中して挑むことができました。

岡さん
の

高1から何となく京大を意識していまし
た。おもしろいことや変わったことが好き
なので、京大のことを知れば知るほどそ
の雰囲気に憧れを感じていました。理学
部にするというのは決めており、学科など
は入学後に選びたいと思っていました。

山中伸弥教授によるｉＰＳ細胞の作製など、京都
大学にはユニークな研究が多いと言われている。

しっかり計画！！

教えてくれるのは勉強だけじゃない！

神戸大学〈法学部〉 合格
西 凜華さん│高校3年 4月入会│個別指導Axis田上校出身

高校生
[大学受験]

西さんがアクシスに入り、歌手になる夢と検察官になるという夢の両方
を追っている姿を見て心から応援したいと思いました。どちらの夢にも
全力で努力し続ける行動力と強い意志こそ西さんの本当の魅力だと
思います。まだ夢を叶える途中段階ですが、西さんならきっと夢を実現
できると、田上校のスタッフ一同信じています。

Message

林 信輔
【指導責任者】

受験には予想外がつきものだ！

塾内の雰囲気がとても明るくて、担当の先生
だけでなく、たくさんの先生方が気さくに話し
かけてくださり、受験期は気が付けば家より
も塾にいたと思います。先生方は、授業外で
も質問に対して丁寧に向き合ってくださり、
わからないことをすぐに解決してくれました。
先生方自身が受験生だった時のエピソード
なども話してくださり、使っていた参考書やそ

の使用方法、やってよかったこと・やらなきゃ
よかったこと、受験日当日の過ごし方など、た
くさん参考にしました。また、塾にいる友達
は、高校や目指す大学が違っていたけど、だ
からこそ素直に悩みを打ち明けやすかった
し、新鮮なアドバイスをもらえたりしました。
勉強のことのみならず、先生方や友達からい
ろんな情報を得られたのがよかったです！

西さん
の

模試や受験等の日程を確認します。それ
を踏まえて、「○月までには～をできるよ
うにする」というのを、なんとなくでいいの
で決めます。そして、2週間分はどの教材
を何ページ進めるのかを細かく決めて、
それに合わせて勉強していました。

西さんが通った田上校の個別指導ブース。
授業が始まると、指導者も生徒も真剣です。
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教室指導、在宅教育のいずれの学習スタイルにおいてもご安心いただける信頼のサービスを確立。
幼児教育から小学・中学・高校・大学受験指導まで、一貫した学びのサービスを提供しています。

一人ひとりに、最適なかたちの教育サービス

昭和31年、まだまだ貧しかったけれど、日本
人がいきいきとしていた時代。東京の下町
で童謡を歌い継いでいこうとした若い女性
教師と子どもたちの間に結ばれる“魂の絆”
に迫ります。

日本中を魅了した“路上の天使”川嶋あい。
「歌手になる」母との約束を果たすために単
身上京。路上ライブからわずか１年半で大き
なステージに立った、実話をもとにした“キセ
キ”の物語です。

詳しい情報は公式HPで
http://www.furusatojapan.com/

詳しい情報は公式HPで
http://www.8gatsu-eiga.com/

これから受験を控える小・
中・高校生の保護者さま
へ各教科の学習対策や
受験に役立つ情報のご
提供など力強くサポート
します。

入試分析情報のご提供（一部オンライン分析会も実施）

「具体的な学習対策」をご提示

◆第12回リヨン・アジア映画祭（フランス）
　【アニメーション部門1位】
　【子ども映画部門1位】

◆第15回リヨン・アジア映画祭（フランス）
　【アニメーション部門2位】
　【子ども映画部門3位】

詳しい情報は公式HPで
http://www.nitaboh.com/

◆第10回ソウル国際アニメーションフェスティバル
　SICAF2006（韓国）
　【長編映画部門 グランプリ】

◆第11回リヨン・アジア映画祭（フランス）
　【観客によるベストアニメ映画賞1位】

◆第7回リール・ツー・リアル国際青少年映画祭（カナダ）
　【世界の子どもたちが選ぶベストピクチャー賞】

受賞記念
トロフィー

受賞記念
トロフィー

劇場用長編アニメーション映画 第3作劇場用長編アニメーション映画 第1作

西澤 昭男監督・脚本
ワオグループ代表

「日本人の心」と「感動」を呼びさます
「体験の場」を提供します。
学力と知力だけでなく、お子さまの豊かな心を育てるため、教室の枠を超えたエデュテインメント
にも力を入れています。長編アニメーション映画製作（4作品）では、ワオグループ代表である西澤
昭男が監督･脚本を担当し、次の時代を担う子どもたちに向けた良質な作品を届けています。

ワオ・コーポレーション製作のアニメ作品

有名ホールで行うワオ！
スーパーサイエンスショー
や理科実験教室を各地
で開催。身近な事象を
テーマに取り上げて理科
への興味を引き出します。

世代を超えて心に響くア
ニメ作品やドキュメンタ
リー作品など自社製作の
映画上映を全国各地の
会場や学校で開催して
います。

ワオ！ スーパーサイエンスショーや理科実験教室の実施

「知的好奇心の醸成」の取り組み
WAO! 製作の映画上映

「感動する心を育む」ことへの試み

「人まねでない自分の三味線を弾け！」。江戸から明治への大転換
期。過酷な運命の中でひたすら自分を信じ、津軽三味線を生み出し
た人物、仁太坊の生き様を描きます。

劇場用長編アニメーション映画 第2作

文部科学省選定
（少年向・青年向・家庭向）

文部科学省選定
（少年向・青年向・家庭向）

ワオ・コーポレーション SPECIAL EVENT

そのほかドキュメンタリー映画「ギュメ寺は祈っている」テレビまんが「昭和物語」など、映画やテレビアニメをはじめ、さまざまな映像コンテンツを制作しています。

幼児 小学生 中学生 高校生

教
室
指
導

在
宅
教
育

ごうかくクンⓇ

長編アニメーション映画 第4作

「あの日を忘れない。そして未来を真剣に考えるときだ」
という思いを込めて描く、長編アニメーション映画

https://www.gonta-movie.jp/詳しい情報は公式HPで

2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災。その直後に
起こった原発事故。緊迫した状況のなか避難指示が出され、人間がいなく
なった街に、たくさんの動物たちが取り残されました。
福島の浪江町で生まれ育った、ちょっと頭の先がとがった犬の「ごん太」も
飼い主家族と離れ離れになってしまいます。

懸命に生き抜くごん太と置いていかざるを得なかった飼い主家族、そして
ペットを救済するボランティアたちを中心に物語は展開します。

動物と人間との関わり合いや過酷な状況下でも相手を思いやる優しさを
持ち、支えあう多くの人たち。その間に生まれた絆を真摯に描き、全国の子
どもたちへ、大人たちへ、そして世界に伝えていくアニメーション映画です。

ワオグループの教育活動

双方向リアルタイムオンライン授業

AI学習

AI学習

中学受験コース

高校受験準備コース

大学受験準備コース 大学受験コース

高校受験コース

クラス指導

国立・難関私立小学校受験専門 小・中・高校生のための受験指導

クラス指導・映像講座

小・中・高・高卒生対象の個別指導

個別指導・映像講座

双方向リアルタイムオンライン授業

双方向リアルタイムオンライン授業

小・中・高校生のプログラミング学習

ロボットプログラミング教室

システム教材による無学年制指導

少人数指導

ワオっち

プロや東大生・京大生などの講師によるマンツーマン指導

eラーニング

eラーニング

親子で一緒に楽しめるキッズ学習アプリ

iPhone・iPad・Androidアプリ

シリーズ

ハイレベル講師陣によるオンライン授業
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全国難関・有名校の中学・高校・大学受験指導
能開センター

国立・難関私立小学校受験専門
能開プレスクール

システム教材によるステップ学習
スタッド学習教室

能 開

プレ

スタッド

一人ひとりの目標実現をサポート
個別指導Axis

アク
シス 全国で受講できる

オンラインサービス

2022年12月 現在

全国で受講できる
「オンラインサービス」の
拠点

北海道本部

アク
シス

岩手本部

アク
シス

能 開

秋田本部

アク
シス

能 開

山形本部

アク
シス

茨城本部

アク
シス

栃木本部

アク
シス

能 開

群馬本部

アク
シス

能 開

埼玉本部

アク
シス

東京本部

アク
シス

神奈川本部

アク
シス

新潟本部

アク
シス

能 開

石川本部

アク
シス

富山本部

アク
シス

山梨本部

アク
シス

長野本部

アク
シス

岐阜本部

アク
シス

静岡本部

アク
シス

愛知本部

アク
シス

三重本部

スタッド

アク
シス

滋賀本部

スタッド

アク
シス

能 開

大阪本部

プレ

スタッド

アク
シス

能 開

兵庫本部

スタッド

アク
シス

能 開

奈良本部

スタッド

アク
シス

能 開

和歌山本部

プレ

スタッド

アク
シス

能 開

鳥取本部

アク
シス

島根本部

アク
シス

岡山本部

スタッド

アク
シス

能 開

能 開

広島本部

スタッド

アク
シス

能 開

山口本部

アク
シス

徳島本部

スタッド

アク
シス

能 開

香川本部

スタッド

アク
シス

能 開

愛媛本部

アク
シス

高知本部

アク
シス

福岡本部

アク
シス

佐賀本部

アク
シス

長崎本部

アク
シス

熊本本部

アク
シス

大分本部

アク
シス

能 開

宮崎本部

アク
シス

沖縄本部

アク
シス

鹿児島本部

アク
シス

福島本部

アク
シス

能 開

青森本部

アク
シス

福井本部

アク
シス

京都本部

スタッド

アク
シス

能 開

名古屋指導センター

オ ン
ライン

京都指導センター

オ ン
ライン

九州指導センター

オ ン
ライン

オンラインゼミ事務局

オ ン
ゼ ミ

東北指導センター

オ ン
ライン

北海道指導センター

オ ン
ライン

千葉本部

アク
シス

宮城本部

アク
シス

能 開

全国47都道府県に教育事業の直営本部を設置し、教室指導を展開しています。

また、国内全域でオンラインサービスを提供し、

日本全国に良質な教育が行き渡るネットワークの構築を進めています。

良質な教育サービスで学びの感動を多くの方へ

日本全国に広がる
教育ネットワーク

オ ン
ライン

オ ン
ゼ ミ

東京指導センター

オ ン
ライン

大阪指導センター

オ ン
ライン

神戸指導センター

オ ン
ライン

オンライン家庭教師

オンラインゼミ

能開センター + 個別指導Axis

個別指導Axis

双方向リアルタイムオンライン授業

北海道本部

青森本部

山形本部

千葉本部

神奈川本部

長野本部
埼玉本部

石川本部

福井本部

愛知本部

佐賀本部

福岡本部

広島本部

愛媛本部

沖縄本部

熊本本部

宮崎本部

宮城本部

秋田本部

岩手本部

福島本部

岡山本部
兵庫本部

香川本部
大阪本部

京都本部

奈良本部

徳島本部

滋賀本部

和歌山本部

新潟本部

栃木本部

大分本部

群馬本部

【北海道指導センター】

東京本社

東京本部

【東京指導センター】

大阪本社

【東北指導センター】

【名古屋指導センター】

【神戸指導センター】

【大阪指導センター】

オンラインゼミ事務局

【九州指導センター】

山口本部

【京都指導センター】

長崎本部

鹿児島本部

高知本部

鳥取本部
島根本部

三重本部

岐阜本部

静岡本部

富山本部

山梨本部

茨城本部
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0120-500-222
https://axis-kobetsu.jp/ 個別指導アクシス

●保護者の方にもご安心いただける教育サービスを目指しています。

お客さまの個人情報は
厳正かつ適切に取り扱
い、お客さまの同意な
く第三者に開示･提示
することはありません。

指導品質のあくなき追求のために。個人情報の保護に取り組んでいます。

お客さまから直接ご意見を伺う「教
育ホットライン（会員サイト内）」を
常設。またお客さまアンケートでお
寄せいただいた声も速やかに指導・
運営に反映させています。

□ 大阪本社 〒530 - 0015 大阪市北区中崎西 1-  5 - 14 WAOビル tel. 06 - 6377- 7971
□ 東京本社 〒102 - 0083 東京都千代田区麹町4- 4 - 7 アトム麹町タワー7F tel. 03 -5215-2141

ワオ・コーポレーションは、国内47都道府県に拠点を有し、幼児から社会人までを対象に教育サービスを提供する総合教育企業です。

https://www.wao-corp.com/
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