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生きる力を学びを通して育もう

指 導 理 念

　「内申対策」って言葉を聞いたことはありますか。提出物を期限内に提出するように促したり、その提出物

の内容を事前にチェックしてみたり、授業中に挙手するようにアドバイスしたり、定期テスト直前に対策授業

などをすることなどです。内申書というのは俗称なので、調査書や通知表の評定のことでしょう。内申対策で

本当によい評定がつくのでしょうか。

　観点別評価の評価方法は保護者会などでも教えてもらえていると思いますが、人が人を評価するわけですか

ら、現実には画一的なわけがありません。担当者が変われば、当然、評価結果も変わるでしょう。不公平？日

本の中学生をすべて同じ尺度で評価することなど不可能です。ここで大切なことは、相手の気持ちを察するこ

と。何を求めているのだろうか。何を伝えたいのだろうか。先生方に媚びを売れと言うわけではありません。

相手に評価されたかったら、相手の評価基準をしっかりと理解すること。そして、誰よりも評価基準に対して

はしっかりと取り組むこと。策を考え、行動し、結果に対して改善していきます。独りよがりで、「自分のい

いところを見てくれない。」なんて愚痴を言っていたり、先生の悪いところを論ったりしても、いつまでたっ

ても評価されません。大人になってからの職場などでの評価も同じようなものですね。グローバル社会では、

もっと様々な考えの人たちと協働しなければなりません。相手の立場で考えて行動する、これが「内申対策」

の特効薬のみならず、将来にも活きる非常に大切なことですね。

　人工知能・AI などの技術革新が急速に進み、予測困難なこれからの時代。子供たちには自ら課題を見つけ、

自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動し、よりよい社会や人生を切り拓いていく力が求められます。学校で

の学びを通じ、子供たちがそのような「生きる力」を育むために、学習指導要領が約 10 年ぶりに改訂され、

2020 年度より小学校から順に実施されます。今回はとても大きな変化です。

　もしキミが成績を上げたいという想いと少しの勇気があるのならば、キミの挑戦を本気でサポートします。

本気だから本当のことも言います。定期テストでも入試でも、時間切れになるまで逃げてどうする、本当に必

要なのは、逃げる弱い自分と向き合うことじゃないかって。いっしょに全力でもがいてみよう。まずは泥臭く

進んでいこう。すてきな将来を思い描こう。楽しくなるまでやってみよう。熱狂出来たら最高。

ようこそ、辻本塾へ。
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チ ー ム 辻 本 塾。

塾の成否は 「空気感」･････

　インターネットで学習したり、 自宅で通信教育や参考書を使って学習することもできる。 学び方は様々だ。

　小学生 ・中学生ならば塾をおすすめしたい、 その理由を挙げてみよう。

　まず、 一人だったら長続きしないことでも、 よき仲間たちとならば長続きするということ。 学習に限らず、

スポーツでも言えること。 暑い日に、 一人でトレーニングしてもすぐに嫌になるだろう。 でも、 チームの

仲間とだったら、 一人のときよりもはるかにできる。 学習も同様に、 一人ではやらないようなときでも、 塾

に来ることで真剣に取り組むスイッチが入る。

　次に、 スピードも同じことが言える。 自分よりもスピードのある仲間と切磋琢磨しているうちに、 自分の

スピードが少しずつ上がってくる。 スピードを自宅で一人で鍛えるのは、 さじ加減が分からないので難しい。

スピードは、 時間当たりの学習効率を左右するだけでなく、 入試本番では、 合否を決する大事な要素だ。

　最後に、 一番大切なことは、 同じ目標に向かっている本気の仲間たちと過ごす時間は、 何よりも楽しいの

だ。 かけがえのない人生のたからとなるはずだ。

　塾選びのポイントは塾生が真剣に取り組んでいるかということ。 私語やよそ見があるような空気感は論外。

一生懸命がかっこよく見える、 そんな空気感であれば成績が伸びる塾として間違いがないだろう。

辻本塾は、①飽きずに長続きする　②仲間たちと切磋琢磨できる　③真面目をバカにしない、 一生懸命が格

好いい。 そして、 それらが楽しい！　このような空気に包まれている塾でありたいと思います。
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小　学　生　・　中 学 生 指 導 

進学塾にあるムダ ・ムラを省きました。

①塾内テストは授業の確認テストのみ。 学校の進度や学習内容と異なる塾内テストは実施しません。

②板書時間のムダを省くために、 全教室 65 インチの４K モニタ搭載の電子ホワイトボードと普通のホワイトボード

　を設置。 小学生と中学生の一部授業で ipad を使用します。

③わからないことを質問したいのに、 先生が授業中や別件対応中、 そんな時もありますね。 質問の待ち時間の

　ムダを省くために、 辻本塾では、 全学年全教科の解説動画も用意。 わからない単元を簡潔で分かりやすい解説

　動画を ipad でいつでも学習できます。 (※授業動画は原則として国語または中３理社受講者のみ利用可能 )

　やむを得ない欠席時には動画授業によるフォローも実施します。 小学生は振替授業も実施。 ( 要事前連絡 )

ご兄弟・姉妹入塾および在籍特典

在塾生のご兄弟・姉妹の方がご入塾される場合は、感謝の気持ちを込めて以下の特典を適用いたします。

①入塾金 10,000 円免除 ②一方の月々の授業料を 50% 割引 ③一方の講習受講料を 30% 割引

※在籍特典は、同時に在籍していることが適用条件となります。

※②および③の一方とは、金額の低いほうを指します。

※ご不明な点はお問い合わせください。
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小 学 生 指 導 

高校入試を見据えた小中一貫指導

辻本塾小学生指導の主な特徴を以下に挙げてみます。

①午後 3時以降の通塾が可能です。 授業実施日以外でも自習で通塾できます。 やる気があれば、

　月曜日から土曜日まで毎日塾に来て学校の宿題をやったり、 自主学習を進めてもらうのも、 大歓迎です。

　継続は力なりです。 （小学生の自習は原則午後 7時まで）

②入退室をメール ・ ラインなどでお知らせします。 学校帰りの通塾も可能です。

③受講教科 ・通塾曜日と時間 ・学習内容はすべて一人ひとりにあわせます。　

　他の習い事とかぶることことなく通塾できます。

④国語 ・算数 ・英語 ・理科 ・社会の５教科の指導を行います。

　※希望者は教科書準拠の教材を使い、 ネイティブスピーカーとのオンライン英会話を受講できます。

⑤各教科 ipad を使用する e ラーニングと紙の教材 ( テキストやプリント ) を併用します。

　一人ひとりの子別指導カリキュラムを作成。　楽しく真剣に、 あっという間に時間が過ぎていきます。

⑥塾だけでなく家庭学習も e ラーニングシステムを使用することにより、 家庭学習の時間 ・内容も塾が

　しっかり把握していきます。 そのうえで動機づけをしたり具体的なアドバイスを与えていきます。

　小学生から学習習慣と学力の土台を作り上げます。

⑦小学生だけの塾内イベントを用意。 （ハロウィン、 クリスマス、 遠足、 進学ガイダンスなど）



この瞬間のために積み重ねてきたものがある

辻本塾 ×( 公立小→公立中→高校受験 )　>　中高一貫校

中 学 生 指 導 

エキスパートによる高品質指導をキミに。

①学生はもちろん経験の浅い講師の授業は一切ありません。

②経験のある講師であっても成績向上は難しいです。 情熱と経験の両方を備えた講師だから伸びるのです。

③中学校のテストでしっかりと得点できる指導を行います。 【通知表対策】

④中３の北辰テストで目標の偏差値をとる指導を行います。 【私立高校個別相談対策】

⑤駿台テストで目標の偏差値をとる指導を行います。 【難関高校対策】

⑥公立 ・私立など志望校に合わせたムダのない指導を行います。 【受験対策】

⑦合否のカギを握る全学年国語と中 3理科社会は、 一人ひとりのカリキュラムを作成。 タブレットとテキスト ・

　プリントを使用した子別指導を行います。 得意 ・不得意、 志望校などにより教材やプリントの学習内容を個別

　対応します。 【全学年国語 ・中３理科社会】

⑧中学校の定期テストに向けた授業外の勉強会を実施します。

⑨英検対策を実施します。 【1 次 ・ ２次】

⑩自習スペースも用意しています。

⑪進路指導はお任せ下さい。 保護者会、 保護者面談、 三者面談、 生徒面談、 生徒ガイダンスなどを実施。

　NPO 法人学習塾全国連合協議会主催の進学相談会にも参加できます。



この瞬間のために積み重ねてきたものがある

辻本塾×(公立小→公立中→高校受験 )　>　中高一貫校

新しい時代を生きる生徒たちに新しい学び方を。

電子ホワイトボード、 ipad など最新 ICT 機器を導入

　理想の授業を追求しました。 授業時間と回数には限りがあるが、 どうすれば効率よく学ぶことができる

だろう、 と考え抜いた末の答えが 65 インチ 4K 電子ホワイトボードの導入でした。 板書時間の短縮と生

徒たちが視覚的に理解しやすくなることなどが導入の理由です。

　また、 一人ひとりの学習履歴を分析し、 学習できているかどうかを確認したり、 学習単元ごとの理解

を随時把握していくにはどうしたらよいのだろうと考え抜いた結果、ipad の導入という解決法に至りました。

　辻本塾は最新の教育 ict 機器を導入していますが、 導入するという決定ありきでの導入ではありません

でした。 質を向上させるために導入せざるを得ないという事情もあったのです。

　明治の世から 150 年以上、 黒板やノートという基本形は変わることなく続いています。 近年、 ICT 機

器の導入が始まり、 活用方法も含め、 教育に歴史的に大きな変化が起こり始めています。

　これらの機器はこれからの教育においては標準的なものであり、 導入しているというだけでは、 優れた

教育とは言えないでしょう。　あくまで、 道具は道具にすぎないということも肝に銘じながらの導入であり

ます。

　人が人に教えていく、 ここにはトコトンこだわり続けます。 情熱溢れる授業、 ICT 機器を最大限活用し

た授業を展開していきます。 どうぞご期待ください。



この瞬間のために積み重ねてきたものがある

辻本塾×(公立小→公立中→高校受験 )　>　中高一貫校

安全はすべてに優先する基本。

登下校お知らせメール、 防犯カメラ、 専用地下駐輪場

　子どもたちの安全はすべてに優先されるべき大切なことです。

　辻本塾では登下校の無事を確認するためにお知らせメールを用意しています。 メールでもラインでも

ご利用可能です。 通塾するとポイントがたまり、 そのポイントを集めると、 さまざまなポイント景品と交

換することもできます。

　また、 エントランスなどにはトラブルの未然防止のために防犯カメラを設置。 万が一にも備えます。

　建物地下には塾生専用駐輪場を設置しています。

　入塾や体験をお考えの方は、 自宅から辻本塾までの通塾路をお子様と保護者様がいっしょにたどって

みて、 安全なルートであるかどうかをご確認してください。

　辻本塾で学習中に被災した場合、 私たちの誘導に従い、 志木市指定の最寄りの災害時避難場所で

ある志木小学校に避難します。

お車での送迎に関して

教室周辺には駐停車スペースがございません。交通の妨げになり、近隣の住人の

ご迷惑にもなるため、教室付近の駐停車をなさらぬようにご理解とご協力をお願

い申し上げます。


