セルモ蘇我教室
バ イ ブ ル
結果を出す方法 を
お伝えします。

入塾ご検討の際は、ぜひご一読ください。

蘇我教室

国語・算数（数学）
英語・理科・社会

小学 1 年生～高校 3 年生

強
北條貴裕塾長にセルモ蘇我教室についてお話を伺います。
塾長：よろしくお願いします。

塾のコンセプトは「自立指導」
蘇我教室は「自立指導」がコンセプトになっていますが。

具体的にはどういうやり方ですか？

塾には「集団指導」と「個別指導」という２
つの型があります。でも、蘇我教室は「自立
指導」というオリジナルの型で指導します。

勉強を教えることよりも、勉強の仕方や学ぶ
姿勢を教えることを重視しています。つまり
勉強する癖をつけていくのです。

「自立指導」はどういう指導方法なのですか？

簡単にいうと、一人ひとりの子供の学力に合
わせたカリキュラムを組んで、それをもとに
子供たちが勉強していく方法です。

自立指導を中心に
個別授業・集団授業を
組み合わせています！

「型」にはめていくのが重要 
勉強する癖のついていない子供は、そう簡単に勉強す
る姿勢は身に付かないのではないですか？

すぐに身に付くものではありませんが、自ら
勉強に取り組むための「型」を徹底的に教え
ます。
「型」ですか？

これは私たちの重要なノウハウなのですが、
徹底して「型」にはまってもらうことで勉強
方法をどんどん吸収できるようになります。
「型」にはまるとどんな効果があるのですか？

見ていてその変化はすぐにわかります。自ら
学びたいという姿勢が身につきますから、生
徒から講師に「〇〇を学びたい」と言った要
求が出てくるようになります。

小学生につ

そうなると強いですね。塾には集団授業もありますか？

集団授業もあります。ほかの子供との競争心
を身に付けることを重視します。
子供どうしの仲が悪くなりませんか？

競争心を持ちながら、それでも一体感や協調
性が大事だということは、集団授業を通じて
教えていきます。
個別の授業もあるのですか？

個別指導では、苦手単元の復習をきめ細やか
におこないます。いったん苦手を作るとリカ
バリーが大変なので、個別に素早く対処しま
す。

いて

学校の教科書に沿った教材を使いますが、個々の理解度に合わせて進めていきます。基本的には学校の授
業よりやや進んだ予習ペースで、学校の授業がより楽しく受けられるようにします。
学習能力が高い子は学年を超えてどんどん進めることもあり、勉強が苦手な子には個別指導を中心に進め
ていきます。家庭学習のサポートや、学校の宿題を持ち込むこともできます。

さ
蘇我教室に向いている子・向いていない子 
この「型」は誰にでも効果があるものですか？

では、どんな子が向いているのですか？

いえ、親御さんがハッキリ目的を持っていな
いと効果は表れないと思います。

塾は勉強するところであり、成績を上げたい
という意志を持っている子が向いています。

向いていない子がいるということですね。

そういう子だとメリットがあるということですね。

はい、私たちの塾は１日の学習成果にこだわ
るので、塾に行くことが目的でとりあえず授
業を受けるということができないのです。

勉強しに来る子には最高の学習環境だと思い
ます。個人の能力に応じて負荷をかけ、日々
成長できる環境を用意します。

やる気モードに誘導します 
そうは言ってもいま全然勉強していない子に勉強させる
のは大変です。

よく言われていることですが、すべての子に
いつかやる気になるときが来るというのは正
しいと思います。
実際そこまで待てないですよね？

受験がありますからね。
指をくわえて見ているわけにはいきません。

そのやる気を引き出すのが親の役目なんですね。

いえ、そのスイッチを入れるのはプロである
私たちにお任せいただきます。勉強する環境
を与え、信頼できる地域の大人と一緒にサ
ポートしてください。
やる気モードに入っていない子を預けることになりま
すね。

はい、まずはだましだましでも基礎学力を付
けておくことが大事です。

どうしたら良いでしょうか？

保護者の方が家でどうお子さんと接し勉強
面でどう関わったら良いか、どんな点をフォ
ローしたらいいかを年３回の保護者面談でご
提案します。

中学生につ

そこで鍛えてもらって。

徹底的に基礎学力をつけておいて、本気モー
ドに入ったあとに大きく羽ばたけるように
導いていきます。

いて

学校の授業をより有意義に受けられるように、最初の躓きを抑えるため、予習を中心に進めていきます。
基本的には学校の授業や定期テストを意識した高校受験の内申対策になります。
また、学校の授業についていかれない子には個別指導による再学習により苦手の克服に取り組みます。
高校受験については特に公立高校の受験を得意としていますが、キャリア指導や部活観点での進路提案も
させていただきます。

蘇我教室の真価 
蘇我教室の大きな特長なのですね。

はい、ここが私たちの塾の真価が発揮される
ところなんです。預かった子供の未来のため
に頑張ることを誇りに思って取り組んでいま
す。
親も子も真剣勝負ですね。

私たちは人生をかけて子供の未来のために尽
くしていきます。そのためには授業１つ１つ
に本気で取り組んでいただきます。親御さん
もそういう気持ちでお願いします。
今まで大きな成果を上げているのですね。

途中でやめてしまう子もいますか？

私たちの理念をしっかりご理解いただいて入
られる場合は、まず間違いなく成績は上がり
ます。

向いていない子は早めに判断した方がいいで
しょう。でも、勉強する型が身に付いて、塾
に通う必要がなくなってやめていった子もい
ます。

伸びている子がほとんどですか？

短期間ではなかなか成果は見えてきません
が、ある程度の期間があれば伸ばすことがで
きています。

型が身に付くと強いですね。

塾に通うのは長くても数年間です。でも、こ
の型が身に付くと高校・大学・社会人になっ
ても強さを発揮できます。特に社会に出てか
ら大きな差が出てきます。
生涯学習ですね。

会社に入っても、事業を起こしても、学ぶ型
を持っていると色々なことを吸収して自分の
スキルを高めることができるのです。

季節講習につ

いて

春夏秋冬の休暇に季節講習を実施しています。事前の保護者面談により、積み残している単元の補強、休
み明けの予習、受講外教科の学習など個々に設計させていただきます。
小学生には漢字検定、読書感想文など、受験生には志望校対策などを実施します。また、中３の夏以降は
毎月特別講習があります。

塾長もやる気モード転換の経験者 
そうなると充実した人生が送れますね。

はい、実は私も学ぶ型をもっています。
おかげで人生楽しんでいます。
塾長はいつやる気モードに入ったのですか？

中学生まではあまり誇れるような成績ではあ
りませんでしたが、自ら学ぶ姿勢と目的を見
つけてからは自分が変わりました。
ご自身で経験されているのですね。

ですから子供たちにも自分の言葉で伝えられ
るのです。
それもあって塾を立ち上げたのですね。

私なら人間形成を含めた教育ができると思い
ました。
そして思い通りに運営できている。

もちろん苦しいこともありましたが、子供た
ちに未来を生きる力をつけてもらうために頑
張ってきたつもりです。
通信制高校サポート校の認定も受けていますね。

今まで塾を運営してきて、その実績が認めら
れたということですから嬉しかったですね。

これからの蘇我教室 
これから将来に向けて、塾の方針をお聴かせいただけ
ますか？

子供たちの育つ環境も親自身も変わり、そし
て学習課題もそれぞれになっています。受験
のための塾というより、子供の地域教育の場
として成長します。

塾長も勉強なのですね。

私も型を持っていますからね（笑）
。
勉強する姿勢は備わっているんです。
今日は塾長の熱い気持ちがビシビシ伝わってきまし
た。ありがとうございました。

ありがとうございました。

定期テスト

対策

中学校の定期テストは膨大な範囲になりますので、１ヶ月前から準備を進めていきます。まずは個々に目
標設定をおこない、普段受講していない科目も講習期間には５教科を受講できます。
「学校ワーク指導講座」「重要単元攻略合同授業」「個別集中講座」など毎日教室でテスト勉強することが
できます。

の

通 塾
01

流 れ

事前面談、体験学習、学力チェック
まずは面談をさせていただき、そして実際に塾での学習体験、そして
現時点での学力診断をおこないます。

02

所属クラスのご提案
学力やタイプを見て、授業レベルや教材、授業スタイルを決めていき
ます。

03

通塾プランの決定
通塾回数、受講教科、曜日時間を決めます。クラスによって開講日時
が決まっているものもあります。
※塾の稼働は月曜日～金曜日の16：00 ～ 21：00ですが、部活、振休、急用や体調不
良は100％振り替えいたします。

04

初回通塾日の決定
保護者様とは長期休暇前に面談をさせていただき、進捗の確認やプラ
ン変更などを検討させていただきます。

偏差値実績の例

どの生徒も入塾時の偏差値から５～ 10以上上げて合格を掴んでいることが自慢です。
入塾時偏差値

性別

１月最終模試偏差値

合格学校名

38

女子

52

土気高校後期

49

男子

60

千葉南高校後期

32

男子

48

市立船橋高校後期

48

男子

56

千葉北高校後期

41

女子

52

四街道高校前期

56

男子

64

千葉西高校前期

32

男子

46

京葉高校前期

48

女子

55

磯辺高校前期

55

女子

62

検見川高校前期

56

男子

65

国立木更津高専
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Ｑ

授業以外でも教室を利用できますか？

Ｑ

Ａ

自習スペースがありますのでいつでもお使
いいただけます。学校帰りの宿題もどうぞ。

Ａ

Ｑ

別の塾からの移籍を考えているのですが。

Ａ

なぜ塾を移りたいのかを考えてみてくだ
さい。やる気の問題で成績が上がらない
ということでしたら環境を変えても何も
変わりません。そもそもどこの学習塾も
成績を上げることを目的としていますの
で、なぜ成果が上がらなかったのかを自
問自答してみてください。
本気に勉強したいのであればもちろん
歓迎します。自分が変われば周りが変
わり、周りが変われば環境も変わりま
す。自分自身が強さを磨くことにより、
問題の本質が己にあることを理解でき
るようになり、より人として成長でき
ると思います。

Ｑ

家で勉強する必要はありますか？

Ａ

塾の勉強だけではなく、家庭での学習
もしなければなりません。

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

塾長のほかにどんな講師がいますか？

蘇我教室は私たち夫婦で運営しています。
妻は看護師でもあります。
それに加え、蘇我中学校区の保護者でも
あるママたちや、卒塾生も講師として個
別授業を担当しています。
女性スタッフの方が多く塾長とバランス
をとって運営しています。
成績は上がりますか？

お預かりしたお子様の成績を上げるこ
とには特にこだわっています。しかし
成績が上がるかどうかのポイントであ
る学習理解力は、幼年期のご家庭での
環境によって左右されます。人の話を
聞く、理解する、読む書く話す、数や
図形的理解が備わっていない子が、急
に理解力や暗記力が高まることはあり
せん。
勉強をしていないため成績が上がらな
い子、学力自体が低い子は指導方法が
異なりますので、学習相談から途中で
のチェックまで含めて判断していきま
す。ご家庭での様子もよく観察してい
ただければと思います。
入塾テストはありますか？

学力テストや成績によって入塾の可否
を判断することはありません。ただし
クラス提案のための学力診断テストは
実施します。

国公立高校

千葉北高校、磯辺高校、千城台高校、土気高校、千葉商業高校、千葉工業高校（情報処理科・工業
化学科・電気科）、市立柏高校、市立船橋高校、四街道高校、若松高校、犢橋高校、佐倉東高校（服
飾デザイン）、市原八幡高校、京葉高校、四街道北高校、大網高校（生物工学科・食品工業科・農
業経済科）、市原緑高校、生浜高校、泉高校、鶴舞桜ヶ丘高校（食とみどり）

私立高校

合格実績

国立木更津高専 ( 電子制御 )、市立千葉高校、幕張総合高校、千葉西高校、千葉南高校、検見川高校、

八千代松陰高校、日本大学付属習志野高校、志学館高校、東海大学付属望洋高校（特進）、和洋国
府台女子高校（特進）、和洋国府台女子高校（服飾）、植草学園大付属高校、拓大紅陵高校、木更津
総合高校、市原中央高校、千葉明徳高校、敬愛学園、千葉敬愛高校、千葉経済大付属高校、愛国学
園大学付属四街道高校、東京学館船橋高校、足立学園、岩倉高校（運輸科）

セルモ蘇我教室
バ イ ブ ル

個 別 学 習 のセ ル モ 蘇 我 教 室

結果を出す方法を
お伝えします。

千葉県千葉市中央区白旗２－13－11
Tel：043-312-2357 Fax：043-312-2374
hojo@selmo-soga.com
http://www.selmo-soga.jp

〒260-0841

塾長プロフィール

生まれ

1982年１月29日
千葉県木更津市出身

卒業

千葉県立袖ケ浦高校
立正大学経営学部経営学科

経歴

シンシアリティ代表
学習塾、通信制高校サポート校、PC 教室、
コールセンター事業、スポーツ教育事業

いま

個別学習のセルモ蘇我教室塾長
白旗商店会役員
２児の父

職歴

一部上場金融会社にて投資ファンドの営業を担当
広告代理店にてリクルーティングプランナーを担当
システム会社の経営幹部として組織マネジメント、
M&A、人事・事業開発を担当
2010年12月にセルモ蘇我教室を開校

スポーツ歴

バレーボール（中学・高校・大学でバレーボール部
に所属、現在も継続中）
サーフィン
バルシューレＣ級指導者

