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本日のテーマ

《目標設定と、その先の目的を見つける方法》





《目標設定と、その先の目的を見つける方法》

生徒自身が《早稲田大学に行きたい》そう思わなければ、

なんの意味も持たないのです。

《志望校が決まらない》《目標が見つからない》

目標設定や、その目標の先にある《目的》が明確になっているか、

実はそこが受験のスタートラインなのかもしれません。

《大丈夫、僕のやり方だったら簡単に目標設定ができるんです！》

《誰でも目標が見つかる、そのメソッドがあるんです》

研究会では、目標設定の組み立て方や、

生徒のモチベーションについてお伝えします！



Profile
柴山 健太郎 KENTARO	SHIBAYAMA
（株） Freewillトータルエデュケーション 代表取締役
（社）JAPANセルフマネジメント協会 理事

NPO法人 Faro 代表理事

大学在学中、日本の教育に疑問を感じ

スウェーデンへ教育視察に。

そこで、日本の教育改革を決意、大学卒業後カナダへ留学し、

ケンブリッジ大学Teaching	Knowledge	Testにて各テスト好成績を残す

2006年、Freewillトータルエデュケーションを設立。

現在、生徒数230人以上、指導生徒数のべ3500人以上

脳科学や子供の発育発達を考えた教育など、

独自の指導法と教育理念から、メディアからの取材も多い



知識を自分のものにする3つのコツ

本物の
学び

＜積極的＞

Speak＆
Listen

＜楽しむ＞
Learn	to	
Teach

＜安心＞

Question



コラボラティブラーニング

『仲間の目的や目標がわかっていたら、応援しあうことができます』

• この講座に参加しようと思った動機はなんですか？

• この60分で何を得て帰りたいですか？



自己紹介

こんにちは、
私の名前は…

なぜこの講座に
参加したかとい

うと…

約1時間よろしくお
願いします！

ストローク
（拍手パチパチ）



生徒の行動が変わる

正しい目標設定とは？



現在の自分

目標の達成

１未来志向

２挑戦志向

３意志の力

４感情調整

５自尊感情

６自己効力感

「やる気のパワーサイクル」
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”心の力の向上”



理論的背景

「動機付け」４つの機能 （速水敏彦 1998）

行動調整機能

行動維持機能行動喚起機能 行動強化機能

行動を始発するときの働き 行動を持続する働き

効果的な調整を行う働き

次の行動意欲を高める働き

Copyright (c) Harada Institute of Education.  All Rights Reserved.



「行動強化機能」

「動機付け」４つの機能と

「やる気のパワーサイクル」６つの認知

１、「未来志向」 （未来に対する自己イメージ）
２、「挑戦志向」 （未知への挑戦意欲）

「行動喚起機能」

「行動維持機能」

３、「意志の力」 （目標達成のために努力する意志）

「行動調整機能」

４、「感情調整」 （自分の感情をコントロールする能力）

行動を誘発させる志向の認知を計測

目標を達成させる能力の認知を計測１

目標を達成させる能力の認知を計測２

５、「自尊感情」 （自分は価値ある人間だと思える感情）
６、「自己効力感」（自分は課題をうまく遂行できるという自信）

行動により獲得した感情の認知を計測
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セルフマネジメントシート

ルーティンチェック表 日 誌

Copyright (c) Harada Institute of Education.  All Rights Reserved.

「正の循環」を起こす３つのツール
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”心の力の向上”



「メンタルのパワー」を測定する質問

１、「未来志向」

「精神回復力尺度－新規性追求」小塩ら 2002

３、「意志の力」
「社会的自己抑制－持続的対処・根気」原田ら 2008
「抑鬱に耐える力尺度－不安に向き合う力」近藤ら 2008

４、「感情調整」
「精神回復力尺度－感情調整」小塩ら 2002
「日常生活スキル尺度－自尊心」島本ら 2006

５、「自尊感情」
「自尊感情尺度」山本ら 1982
「日常生活スキル尺度－自尊心」島本ら 2006

２、「挑戦志向」
「精神回復力尺度－肯定的な未来志向」小塩ら 2002

６、「自己効力感」
「自己効力感」 坂野 1995
「信頼感尺度－自分への信頼」天貝 1997

統計上信頼性のある既存の質問を活用

Copyright (c) Harada Institute of Education.  All Rights Reserved.



心づくり指導

① 心を使う
考えるストーリー・シナリオを描く

② 心をきれいにする
再建の三原則。

③ 心を強くする
今、自分でできることの継続

④ 心を整理する
過去の失敗に囚われない。未来予測と準備力

⑤ 心を広くする
感謝の心を持つ。ありがとう

Copyrights © Harada Education Institute, Inc.  All Rights Reserved.



生徒・保護者様へ

”自立型セルフマネジメント”

の意味・必要性を伝える



大学入試制度改革









「明治以来の大改革だといえます。経済がますますグローバル化していく

なか、世界に伍して戦える人材を育てようという国の方針が改革の根本に

あります。

インターネットの普及や人工知能の発展によって、今の子供たちが大人に

なる頃に求められるスキルや人材は現在のそれと大きく変わっているはず

です。従来型の知識詰め込み型教育ではなく、思考力、表現力、主体性、

協働性などを育てるのが21世紀型の教育なのです」

首都圏模試センターの教務情報部長・北一成氏



すでに入試は変化し始めている！



2015年1月に順天堂大学医学部の入試で出さ
れた問題は、衝撃的でした。
たった一枚の写真(右)を見せられ、次のような
設問がありました。

『キングス・クロス駅の写真です。あなたの
感じるところを800字以内で述べなさい』

この問題には、旧来型の入試問題とはちがっ
て模範解答がない。しかし、‘20年に大学入試
改革が行われると、こうした思考のプロセス
やそれを表現する力を問う問題が主流になる
かもしれません。」



大学入試で「思考力」「判断力」「表現力」を問う

＜思考力を育てる授業や入試へかじを切る多くの学校が登場＞

21世紀型教育のキーワードになっているのが、
「アクティブ・ラーニング(能動的な学修、以下AL)」という学習法。

旧来の学習法は教師が講義する内容を聞いて理解し、
記憶するという受動的なものだった。

だが、これからは学びの主体を学生に移し、対話や議論、発表を
重視するというのがALの方針である。

今後はALをうまく取り入れることのできる学校が躍進する可能性が高い。



「『私はこう考える。なぜなら……』というロジカルな思考が
しっかりできているかどうかが大切。

知識をもとに思考、表現する。
そして他の生徒との対話によって自分のロジックを進化させる。

ALはそもそも家庭での予習や復習が前提となっている。

それを自分でこなせる生徒と、自習する意志や能力がない生徒
との格差がますます広がる可能性が高い。

“自らやる力”をつけないと格差が広がる！？



“セルフマネジメントできる子を育てる”



学習 ×セルフマネジメント
×思春期との関わり方

合格＝



合格＝学習×セルフマネジメント×思春期との関わり方

全国の学習塾・予備校を見て回る

全国の塾長先生との勉強会

大学受験経験の豊富な講師陣



合格＝学習×セルフマネジメント×思春期との関わり方



合格＝学習×セルフマネジメント×思春期との関わり方



学 習 （Freewill学習塾の入試対策）

F r e ew i l lの大学一般入試対策



⼤学は将来に直結します
そのため⽣徒に最も適した⼤学を将来像から探したい

だから志望校選びからやり直します！



⼤学受験は本当に複雑です
国公⽴なのに３科⽬で受験可能…、私⽴でも科⽬間に４倍の配点差…

だからこそチャンスがあります！

私⽴？ 国公⽴？

前期？ 後期？

センター利⽤？

公募制推薦？

指定校推薦？ AO推薦？

県内？ 県外？

学部学科？
学費？

試験傾向？ 倍率？

試験傾向？ 倍率？



コンセプト

例えばこんな無駄な勉強が発⽣するのを避け、効率的な併願校を選定します

法政⼤-⽂-英⽶-個別 偏差値５６

上智⼤-⽂-英⽶-個別 偏差値６２

⻘⼭学院⼤-⽂-英⽶-個別 偏差値５６

＋

＝

＝
無駄な勉強が多い！

理想的な併願パターン！

＋



１週間の学習時間

１週間の学習時間 予備校・塾での授業時間 ⾃学⾃習時間

※ 平⽇6時間 ⼟⽇12時間 として計算 ※ 60分授業４コマ/週として計算

3240 分 ＝ 240 分 ＋ 3000 分



今までの予備校の考え⽅

１週間の学習時間 予備校・塾での授業時間 ⾃学⾃習時間

3240 分 ＝ 240 分 ＋ 3000 分

授業時間の質を⾼めていた…



Freewillの考え⽅

１週間の学習時間 予備校・塾での授業時間 ⾃学⾃習時間

3240 分 ＝ 240 分 ＋ 3000 分

⽣徒の⾃学⾃習の質まで最⼤化！
学習時間のすべてをみます



英⽂法講師

⻑⽂読解講師
数学講師 現代⽂講師

古⽂講師
物理講師

英語 数学 国語 理科 社会

今までは科⽬ごとに
講師陣が学⼒を
上げようとしていた

英作⽂講師 漢⽂講師 ⽇本史講師

弱点

⽣徒の勉強時間の合計を超えてしまう
余分な勉強量をしてしまう
⽣徒の現状を無視した指導
受講していない科⽬は指導できない

世界史講師

公⺠講師
化学講師 ⽣物講師

⽣徒

地理講師

今までの予備校指導⽅法



メリット

担任の講師が全科⽬対応できる
何を勉強するかわかる
個別フォローがしやすい

+
英語 数学 国語 理科 社会

⽣徒

担任

全科⽬対応個別指導

個別サポート

受験コンパスの指導⽅法

プランナー 参考書・映像授業

+

⽣徒の状況を的確に把握し、
導いていくプランナーが
教材を選定（授業も教材）

講師 ⽣徒



予備校で⼤逆転が難しい理由



実績

E判定からの
⼤逆転続出！

偏差値46から半年で早稲⽥３戦全勝
偏差値42から半年で同志社･明治･中央合格
偏差値49から１年でセンター英語当⽇180点
E判定から半年で愛知教育⼤学合格
E判定から１年で⼤阪⼤学合格
E判定から１年で筑波⼤学合格
２週間で46点UP２週間で化学20点UP
半年で英語111点UP半年で国語98点UP
１ヶ⽉で英語60点UP１ヶ⽉で英語50点UP
３ヶ⽉で英語40点UP２週間で⽇本史25点UP
１ヶ⽉で化学20点UP地理14点UP
３ヶ⽉で英語55点UP国語68点UP など



指導⽅法



指導の流れ

① 受験戦略プランニング（⼊学時）

② ⽉間⾯談（⽉１回）戦略会議

③ 週間⾯談（週１回）学習範囲提⽰

④ 個別指導 or 質問対応
⑤ ②〜④の繰り返し

⾃習室で参考書や授業
チェックテスト

カウンセリング
レベル判定テスト



① 受験戦略プランニング（⼊学時）

受験のプロによる受験戦略。全国から
⽣徒の得意不得意、要望、夢に合った
受験校を選定し、年間計画を作成しま
す。どのタイミングまでに何の科⽬を
上昇させて、残り時間と志望校との差
を埋めるための戦略を提案します。

志望校戦略＋学習設計







② ⽉間⾯談（⽉１回）戦略会議

年間計画表と進⾏状況・成績を考慮し、
⽉間の学習プランを⽴てます。
⽉間の⽬標を⽴て、模試などに向かっ
てどのように勉強を進めるべきか、中
期計画を⽴てます。
受験校の変更や、受験⽅式・受験科⽬
の調整なども⾏います。
「⽉間計画表」を作成します。

受験校調整＋⽉間計画



プランの流れ 詳細２

３⽉ ５⽉

９⽉ 12⽉





③ 週間⾯談（週１回）学習範囲提⽰

⽉間計画表と進⾏状況を考慮し、週間の
学習プランを⽴てます。
毎⽇、何時間何の教材をどのように学習
するべきかをし、進捗管理を⾏います。
受験の疑問や⼤学⽣活、勉強時間の確保
⽅法など様々な相談に乗りながら⼀緒に
成績を上げるために会議をします。
「週間計画表」を作成します。

学習内容＋学習⽅法





⼤学・参考書の分析について

東⼤研究チーム

東⼤・早慶上智・医学部⽣を中⼼とした難関⼤
⽣５０⼈を研究チームに加え、⽇々過去問研究
や、参考書分析・選定を⾏っています。

教材を⽇々研究しています



やるべきものは明確にある

あとは・・・

いかに自分事としてやるか？



合格する子の特徴➡条件



目的・目標が明確で

自分の意志でコツコツと勉強する

自立型人間



セルフマネジメント指導



キャリアプランを描き志望校を見つける



志望校へ向けた戦略と行動計画を立てる

セルフマネジメントできる生徒へ



毎週の計画を立て確実に学習する



毎日コツコツと実践する



自分の勉強方法を確立する



これらのシート等を親御さんと共有



心づくり指導

① 心を使う
考えるストーリー・シナリオを描く

② 心をきれいにする
再建の三原則。

③ 心を強くする
今、自分でできることの継続

④ 心を整理する
過去の失敗に囚われない。未来予測と準備力

⑤ 心を広くする
感謝の心を持つ。ありがとう



心づくりメソッド（ＰＣＤＳＳサイクル）

①ＰＬＡＮ
心を使う

③ＤＯ
心を強くする

②ＣＨＥＣＫ
心をきれいにする

④ＳＥＥ
心を整理する

⑤ＳＨＡＲＥ
心を広くする

態度教育

できること
の継続

結果の考察

ノウハウ
の共有

目的・目標設定



セルフマネジメントシート

ルーティンチェック表 ジャーナル

心をつくり成功を生む３大ツール



本日のテーマ

《目標設定と、その先の目的を見つける方法》



「夢を叶える技術」

自立型セルフマネジメントの成り立ち

一流ビジネスマン・スポーツマン・成功者・・・

『一流の達成力を持つ人』を分析

“思考・行動・態度・発言・習慣”を
プログラム化し、学びとしてまとめた

Copyrights © Harada Education Institute, Inc.  All Rights Reserved.



メソッド活用者



大谷 翔平





世界最先端の夢の描き方

目的・目標の４観点



目標を叶える人の特徴

みんなHappy 自分がHappy

「利己は利他業からでしか満たされない」



社会・他者 有形

①私は、先発して１４０球投げる
②私は、年間２０勝する
③私は、先発すれば６回以上は

投げる

目的・目標の例③ 和田 毅投手の場合
（元ソフトバンク、現カブス）

④私は、心身ともに粘り強くなる
⑤私は、人のために尽くせる

プロ野球選手になる

⑥多くの幼い子どもの命が、
ワクチン寄付で救われる

⑦王監督が、優勝監督になる

⑧子どもたちが、夢を持つ
⑨社会全体が、勇気・元気を得る
⑩多くの人が、ボランティア・国際

支援に関心を向ける

社会・他者 有形 私 有形

社会・他者 無形 私 無形

有形

私

無形

社会
他者



「我々のしていることは、ただサッカーをするだけではないことを、意識

してきた。我々が勝つことにより、何かを失った人、誰かを失った人、怪

我をした人、傷ついた人、彼らの気持ちが一瞬でも楽になってくれたら、

私達は真に特別な事を成し遂げた事になる。

こんな辛い時期だからこそ、みんなに少しでも元気や喜びを与える事が出

来たら、それこそが我々の成功となる。

日本は困難に立ち向かい、多くの人々の生活は困窮している。

我々は、それ自体を変えることは出来ないものの、日本は今復興を頑張っ

ているのだから、そんな日本の代表として、復興を決して諦めない気持ち

をプレイで見せたかった。

今日、我々にとってはまさに夢のようで有り、我々の国が我々と一緒に喜

んでくれるとしたら幸いです」

周りのために、そして自分のために



“目に見える目標”と“目に見えない目標”

物心両面の幸せ



目的・目標の４観点

私にとって
有形の目的・目標

私にとって
無形の目的・目標

社会・他者にとって
無形の目的・目標

社会・他者にとって
有形の目的・目標

有形

私

無形

社会
他者



有形

成績、順位、表彰、地位、役割

お金、物、人材、情報、時間など

無形

誇り、気持ち、感情、意欲、態度

姿勢、性格、理想像、資質など

Copyrights © Harada Education Institute, Inc.  All Rights Reserved.



・自信

・自己実現

・達成感

・満足感

・充実感

・誇り

・プライド

・あこがれ

・よろこび

・自立する

・期待できる

・自己肯定
・前向き

・明るい気持ち

・幸せを感じる

・やる気が高まる

・元気になる

・イキイキする

・わくわくする

・活気

・勇気がわく

・感動する

・うれしい
・感激する

・感謝する

・おかげです

・自分を認める

・確信を得る

・責任感が育つ

・美しい

・自分を好きになる

・自由になる

・やり甲斐を持つ

無形的なもののキーワード
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他者

親 師 親戚 きょうだい 職場仲間

子 友人 配偶者 地域社会 ・・・
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ワークタイム♪

あなたの目的・目標を

「４観点」に分けて書いてみましょう！



ポジティブセンテンス

Copyrights © Harada Education Institute, Inc.  All Rights Reserved.

２ステップでつくってみよう！



ポジティブセンテンスのコツ

1.主語を「私」にする

2.達成期日を入れる

3.複数個数選ぶ

4.ポジティブ（肯定的）な表現にする

5.「今起こっている・手に入れている」ようなリアルな表現にする

（語尾も現在形に）

6.他人との比較はしない

7.感謝の気持ちを含んでいる

8.自分自身が達成している様子を体験しているような

イメージングをする
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最後に・・・



指導者が

セルフマネジメントできるうように！



日報にて社員メンバーもセルフマネジメント



経営者が

セルフマネジメントできるように！



現在の自分

目標の達成

１未来志向

２挑戦志向

３意志の力

４感情調整

５自尊感情

６自己効力感

「やる気のパワーサイクル」
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”心の力の向上”



内面の自己分析



セルフマネジメントシート

ルーティンチェック表 日 誌
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Thank You!
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