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今回のテーマ

１、なぜ新学習指導要領は学力格差を生むのか？

２、自ら勉強するセルフマネジメント指導法

３、子供のやる気を引き出す親の接し方とは？

52

今後、大切にしてほしい学習とは？

53

“セルフマネジメントできる子を育てる”

54

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

（株）Global Vision 役員

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400人以上、指導生徒数のべ4000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

55

子どもが自立する親の特徴

見張る → 見守る → 背中を見せる

56 57
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仕事・スポーツ・学習で成果をあげる

『セルフマネジメント力とは？』

58

夢を叶える人の特徴

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

59

メソッド活用者

60 61

大谷 翔平
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光村図書の教科書「道徳」に採用

64

TBSアナウンサー 山形純菜

65
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Reserved.
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なでしこジャパン 選手

67

夢を叶える技術

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

68

仕事⼒
成果

⼈間⼒
助ける・教える

愛する

特徴１ 人格と能力のバランスがとれている
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人格

能力
（スキル・ノウハウ）

69
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⽬的
⽬標
ミッション
ビジョン
志・思い

理念
夢

過去 現在 未来
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特徴2 未来型思考

70

特徴3 自利即利他

自分を幸福にし、他人も幸福にする

自分の幸福と他人の幸福を両立させる

71

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

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

有形

私

無形

社会
他者
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特徴4 心のコップが上向き
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特徴5 心づくりが上手

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
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特徴6 心・技・体・生活のバランス

心 技

体 生活

75



5

自立型セルフマネジメンターの特徴

１、人格と能力のバランスがとれている

２、未来型思考

３、自利即利他

４、心のコップが上向き

５、心づくりが上手

６、心・技・体・生活のバランスがとれている

Copyrights © Harada Education Institute, Inc.  All Rights Reserved.
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セルフマネジメンターの
思考・行動・態度・感情・習慣・発言

学びによって、

身に付けることができる
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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
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目標設定面談

日々の習慣形成 手帳

セルフマネジメント３大ツール
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特徴6 心・技・体・生活のバランス

心 技

体 生活
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2020年から始まった高大接続改革
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Freewi l lの定期試験対策

と

入試対策

82

82

Freewill学習塾の定期試験対策

1人 1人、1校1校へ合わせた

定期試験対策

83

83

定期試験実績

84

84

模試・教材・カリキュラム

そして講師へのこだわり

85

85

Freewill学習塾独自の入試分析
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オリジナル 入試までの道

自ら入試までの勉強が

自学自習できるよう

道のりを示す！
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入試対策１．スタンダード

88

第１志望合格実績①

▼2022年度 第１志望合格率 ９０.１%

▼過去の主な合格先

都立西高校 都立青山高校

都立新宿高校 都立国際高校

國學院久我山高校 法政国際高校

国際基督教大学高校 その他多数

89

Freewill学習塾の大学入試対策

F r e e w i l lの大学入試対策

90

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

91

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…

92

Freewillの⼤学受験指導

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

93
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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

Freewillの⼤学受験指導

94

Freewillの⼤学受験指導
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Freewillの⼤学受験指導

96

⼤学・参考書の分析

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

97

⽉間・週間⾯談（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

Freewillの⼤学受験指導
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＜高校2年生女子＞

模試で国語の偏差値が57.2→78.1 に
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＜高校2年生男子＞

模試で数学が全国１位

前回の定期試験英語１００点

100

＜高校3年生女子＞

共通テスト英語８７点/２００点→英語１５８点/２００点

共通テスト国語６９点/１５０点→国語１３６点/１５０点

＜高校2年生男子＞
都立高校でトップ５に

定期試験の世界史９９点

＜高校1年生男子＞
化学基礎で１００点

101

大学入学共通テストのFreewillの結果

全国平均 英語：114.97 数学：117.16 国語：117.51

塾内平均 英語：148.22 数学：165.75 国語：138.60
（ ＋33.25 ＋48.14 ＋21.09）
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自立して学習をする習慣をつけていき・・・

【合格実績】

・横浜国立大学 理工学部
・慶應義塾大学 文学部・環境情報学部
・早稲田大学 理工学部・文学部・法学部
・上智大学 総合グローバル化
・東京理科大学 先進工学部・理学部
・国際基督教大学（ICU）教養学部
・学習院大学 文学部
・立教大学 文学部・法学部・現代心理学部
・青山学院大学 総合文化政策学部・文学部
・明治大学 総合数理学部・法学部・理工学部
・法政大学 法学部・経営学部・生命科学部
・同志社大学 文学部
・東洋大学 社会学部・法学部 その他多数
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その先の社会人へ向けて・・
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特徴6 心・技・体・生活のバランス

心 技

体 生活
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今回のテーマ

１、なぜ新学習指導要領は学力格差を生むのか？

２、自ら勉強するセルフマネジメント指導法

３、子供のやる気を引き出す親の接し方とは？

106

思春期の子に対する親のアプローチ

107

０、コミュニケーションの前提
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０、コミュニケーションの前提
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０、コミュニケーションの前提

110

０、コミュニケーションの前提

＜子育てはコミュニケーション＞

①子どもと大人は前提・思い込みが違う

②物を見る感覚が、

今までの価値に引っ張られる

③見ている現象が同じでも、

話が通じないことがある
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１、あたりまえをほめて伸ばす

目の前の人のいいところ探しをする

112

１、あたりまえをほめて伸ばす

○今できている部分に注目する

⇒やる気につながる

○できていない部分に注目する

「本当はお互いが嫌なことを子育てで

やり続けているかもしれない・・」

113

２、子どものセルフ・エスティームを高める

セルフ・エスティーム ＝ 自己重要感

⇒他者（親）から自分が重要な存在だと

思われているという実感

114

他人から重要だと思われる
↓

人は悪いことをしない

重要な人（親）から重要だと思われる

↓

期待に答えようとする・そういう自分でありたいと思う

子どもの自信になる

２、子どものセルフ・エスティームを高める
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３、子どもの自信になる

自信＝自分の可能性を信じる力

・可能性のないこと⇒ やる気は生まれない

・入試はやさしい ⇒ 可能性を感じる ⇒やる気になる
⇒入試の点数が伸びる

・「やれ！やれ！」⇒ 「やりたかったのにな～。」

☆普通にできているいい点に注目する！！
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４、受験に自立的に立ち向かう

受験は・・・すごく不安になる。

⇒ 手につかなくなる

・できていないことを言い続ける ⇒ 心のよりどころがない
⇒ さらに不安になる

・目標を明確にする ⇒ やることが決まる
⇒ 不安が解消する
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ティッピングポイント
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５、頭と心を一致させる

・無理矢理、頭と心を一致させようとする

⇒難しい できたとしても勉強に手がつかない

頭でわかっていることと、

心で思っていることは違う

・1回妥協する ⇒ Iメッセージ、意見として伝える

⇒ ワンクッションおく勇気が必要

・それでもだめなら・・

⇒心を落ち着かせる（塾に電話をして下さい）

⇒むかむかして話すと最後にとどめをさしてしまう
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～まとめ～

受験は砥石

○普通にできている点を言葉で伝える

○Iメッセージを意識して伝える

○イライラしたら電話をする

⇒すっきりしてから接してあげる
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最後に・・・
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子どもがこれからの時代を

“幸せに”生きていくために
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あなたのメッセージを表現し
てください。Freewill学習塾 2022
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