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本日のプログラム

12：30 ご挨拶、アナウンス

12：35 「GIGAスクール構想から見る 教育の方向性と塾のあり方」

共育コンサルタント/進路選択コーチ

神奈川県青年国際交流（IYEO）副会長

金澤浩様

13：10 今年の夏は文理を使ってみませんか？「夏期講習用教材」のご案内

東京営業部東京営業１課 村山

13：25 2022年7月改訂「３年間の総仕上げ ファイナルステージ」のご案内

編集部 理科・生活課 宇城

13：40 夏期施策、POD専用講座のご案内 北海道営業所 田中

13：45 質疑応答 大阪営業部大阪営業１課 稲垣

14：00 終了予定
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GIGAスクール構想から見
る

教育の方向性と塾のあり方
共育コンサルタント 金澤浩



96.5%



96.5%
中学校でICT機器を利活用している割合(2021/10)



本日の内容

1) 現在の学校におけるホットワード

2) 「GIGAスクール」と学校の授業の変化

3) 塾はどのような対応が求められるのか



【経歴】
・2002年 慶應義塾大学総合政策学部卒業

・2003年 (株)湘南ゼミナール入社 教室長・エリアリーダー・進路情報戦略室長・ 教務部長な
どを歴任。会社のエバンジェリストとしてラジオ、テレビ、新聞、雑誌などに出演・寄稿を重ねる

・2019年 独立、アドラー心理学をベースにしたプロコーチとして活動
公立校・教育委員会や私立校を対象に、ICT機器利活用に関するグランドデザインの検討・構築、
使い方の研修設計・実施、評価軸の検討や授業見学・授業評価、キャリア教育プログラムの提供、
教員対象コーチング・コミュニケーション研修などを行なっている

・座右の銘は「人生の主人公として生きる」

金澤浩 KANAZAWA Hiroshi

BtP (Be the Protagonist) 代表
共育コンサルタント / 進路選択コーチ



現在の学校における
ホットワード



新・学習指導要領



主体的・対話的で深い学び
カリキュラムマネジメント

三つの力



文部科学省「新しい学習指導要領 生きる力」パンフレットより



新・学習評価（観点評価）



国立教育政策研究所「学習評価の在り方ハンドブック」より

「知識・理解」「技能」
「思考・判断・表現」
「関心・意欲・態度」が変更

評定に換算する際の比重は
自由裁量になっている

提出物の状況とか挙手回数「で
はなく」しっかり教員が生徒の
取り組みを見取ることが必要、
と文科省が言及
→それが見られる学習機会を
作る必要が出てくる



GIGAスクール構想
個別最適化
ICT利活用



GIGAスクール構想 とは？



Global and Innovation Gateway for All



Global and Innovation Gateway for All



GIGAスクール構想とは

● 多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個
別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる環境
の実現

● 生徒・教師の力を最大限引き出すこと

目的

手段
● 教育ICT環境の実現
● 従来の教育実践とICTのミックス



金澤がコンサルティングを担当する学校現場の様子



宮崎市立青島小学校で取り組まれている「自由進度学習」の事例



学校での教育の方向性

一方的な
知識伝達

集団で
均一な授業

わかりやすく
点数で評価

生徒の
主体性重視

一人ひとりで
違う進度

点数以外に
定性評価も



塾に求められる対応



塾に求められる対応

最低限のDX化

知識・技能の
確実な定着

「主体性」

へのアプロー
チ



知識・技能の確実な定着

● 今後「知識・技能はアプリで」が増える可能性大

● 入試で出る以上、学習・対策は必要（入試も変化）

→塾への知識・技能定着のニーズが高まるのでは



主体性へのアプローチ

● 時代の変化から見ても、「主体性を高める」は共通善へ

● 「言われたことをやりきる」だけでは理解が得られない

→思考・自立へのアプローチが必要となりそう



最低限のDX化

● 公立に通う生徒のほぼ全てがICT機器を使用・保有

● 顧客のニーズが変化してくる可能性も高い

→デジタル化を進めるかどうか判断は必要



圧倒的に勝てる塾へ

アナログの
コミュも鍛える

ICT×主体性
×塾のノウハウ

データ活用の

得手不得手分
析



ICT×主体性×塾のノウハウ

● 「生徒が主体的に学習する」指導（自立学習塾）

● ICT（アプリ）を活用してデータの見方・考え方を指導

→学校ではここまで踏み込めていないのでチャンス大



データ活用の得手不得手分析

● 学校では数値・点数はそれほど重視されていない

● 学習データを自分で振り返れるように指導する

→生徒自身が得手不得手を分析して自走できるように



アナログのコミュも鍛える

● 「感性」「思いやり」まで踏み込める塾に

● 「言われたこと（宿題）をやりきる」では厳しくなる

→「知識技能だけではない」と言えるかどうかが肝要



ご案内



塾の経営コンサルティング

● 教育動向を踏まえ、「貴塾らしく顧客を集める方法」を

ヒアリングをベースにご提案します

● 高校受験・大学受験塾が対象となります



コミュニケーション研修

● 学校・企業などで採用されている「アドラー流コミュ研修」

を貴塾にカスタマイズしてご提供します

● 対象人数は何名でも大丈夫です



【連絡先】
・メールアドレス：betheprotagonist115@gmail.com

・HP：https://peraichi.com/landing_pages/view/btp115

ぜひお気軽にご相談ください！

金澤浩 KANAZAWA Hiroshi

BtP (Be the Protagonist) 代表
共育コンサルタント / 進路選択コーチ

⬅️メールアドレスQR

ホームページQR➡️
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夏期教材のご紹介

～今年の夏は文理を使ってみませんか～



教材概要と特長
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ラインナップ

■小学教材

・『小学ウィンパス夏期テキスト』

・『小学ウィンパスサマー』※合本

・『小学ウィンパスゼミ英語Cource1』

■中学教材

・『中学夏期テキスト必修編』

・『中学必修サマー』※合本

・『中学夏期テキスト実練編』

37
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ラインナップ―小学教材銘柄

■小学教材

・『小学ウィンパス夏期テキスト』

国語・算数 各３～６年

理科・社会 各５、６年

・『小学ウィンパスサマー』※合本

国語・算数 ４～６年

・『小学ウィンパスゼミ英語Cource1』

５、６年
すべて「文理ティーチャーズサイト」にて
確認テストが無料ダウンロード可能

１



ラインナップ―中学教材銘柄

■中学教材

・『中学夏期テキスト必修編』

国数英理社 各１～３年

・『中学必修サマー』

１、２年…３科合本（国数英）２科合本（理社）

３年…５科合本

・『中学夏期テキスト実練編』

国数英 各１～３年

39

比較的ハイレベル。
2学期の予習も含む。

すべて「文理ティーチャーズサイト」にて
確認テストが無料ダウンロード可能

１



『小学ウィンパスゼミ Course1』

40

冬期講習用として使える『小学ウィンパスゼミ 英語 Course 2』もご用意！

■仕様
・本冊48p＋別冊解答12p（縮刷解答）
・A４、２色刷（オンデマンドは１色刷）
・音声はonhaiで提供
・確認テスト（文理ティーチャーズサイトにて無料提供）

■内容
・１学期の復習
→基本事項の確認

２



『小学ウィンパスゼミ Course1』

41

■全体構成

５年 ６年

単元名 頁 単元名 頁

第１講座
第２講座
第３講座

第４講座

第５講座

第６講座

第７講座
第８講座

アルファベット / 英語の文の書
き方
自己しょうかいをしよう
自分の気分を伝えよう
人やものをしょうかいしよう
まとめの問題１
自分や相手以外の人をしょう
かいしよう
いろいろなものについてたず
ねよう
好きなものを伝えよう
まとめの問題２
誕生日を伝えよう
ほしいものを伝えよう
まとめの問題３
総仕上げテスト

6

4
4
4
2
4

4

4
2
4
4
2
2

第１講座
第２講座
第３講座

第４講座

第５講座
第６講座

第７講座

第８講座

アルファベット / 単語
自己紹介をしよう
好きなものについて伝えよう
自分や相手以外の人について
たずねよう
まとめの問題１
自分や相手以外の人ができる
ことを伝えよう
季節の行事を紹介しよう
したいことを伝えよう
まとめの問題２
大好きな場所について伝えよ
う
過去にしたことについて伝え
よう
まとめの問題３
総仕上げテスト

6
4
4
4

2
4

4
4
2
4

4

2
2

２



『小学ウィンパスゼミ Course1』
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■各講座の基本構成

Target＋Picture Word Box（1p）→Warm-Up（1p）

→Let’s Learn!（1p）→Let’s Learn More!（1p）の４ページ構成

「Target」

基本表現と図解に
よる文法解説。

「Picture Word Box」

音声を聞いたり発音した
りして、単語を習得。

「Warm-Up」

基本表現の確認
問題。〇で囲む
、線で結ぶ、記
号選択など英語
を書かない簡単
な設問形式。

２



『小学ウィンパスゼミ Course1』

43

「Let’s Learn!」

単語と基本表現を
書いて確認！

「Let’s Learn More!」

単語と基本表現を使った

読解問題と英作文に挑戦！

長文は音声付き。

最後は自己表現。

■各講座の基本構成

Target＋Picture Word Box（1p）→Warm Up（1p）

→Let’s Learn!（1p）→Let’s Learn More!（1p）の４ページ構成

２



『小学ウィンパスゼミ Course1』

44

特長

①単語・表現の確認から自由英作文まで、
段階的に「書く」力を養成。

②図解による文法解説や、スモールステップで学習でき
る演習問題など、取り組みやすい構成。

③４技能に対応。単語・表現・長文には音声付き。

２



『夏期テキスト必修編』①銘柄/内容/対象

『中学夏期テキスト必修編』

■銘柄

3学年・5科目（国数英理社）

■内容

1学期までの内容が中心の

標準レベル講習用教材

■対象

公立高校受験を目指す中学生（1年～3年生）

45

３



『夏期テキスト必修編』②構成-1

■授業構成

・60分(90分)×10回～12回

・授業時に確認テストの使用も想定

■教材構成

生徒用：A4判 本冊（1色）/別冊解答（1色）

教師用：A4判 指導書（別売）（2色）/別冊解答（1色）

＊確認テスト・授業案

（＊どちらも文理ティーチャーズサイトにて無料提供）

46

ページ数

中１ 中２ 中３

英語 56p 56p 64p

数学 40p 48p 56p

国語 40p 48p 56p

理科 40p 40p 56p

社会 40p 40p 56p

３



『夏期テキスト必修編』②構成-2

■ページ構成

47

３



『夏期テキスト必修編』英語

■特長

①文法の定着だけでなく，作文力や読解力も養成

②段階的に難度が上がる構成で着実に取り組める

③重要単語や重要表現をしっかり覚えさせることができる

④リスニングページにて入試や定期テストの対策ができる

48

昨年より
新規収録！

昨年より
新規収録！

３



『夏期テキスト必修編』英語

■編集者の想い

49

確実に文法事項の定着
が図れるように

文法説明部分の見直しにより、
授業用としても課題用としても

使いやすいように

「重要単語・重要表現」
ページで単語の定着が図

れるように

多数収録した音声も活用
してリスニング力がUPす

るように

３



ページ紙面①

50

基本問題の前に
確認問題を新設

基本文にも音声収録

頻出の問題形式を
バランスよく収録

３



ページ紙面②

51

各単元に読解問題
も収録

豊富な演習量

３



ページ紙面③

52

高校入試や定期テストに出
やすい問題形式を収録

音声はスピードの調整も可

３



ページ紙面④重要単語・重要表現

53

☆１年はカテゴリー別，２年と３年は品詞別に,

夏までに覚えておきたい単語と表現を収録

☆６教科書を徹底分析！

☆通常講座と同じ回数分収録！
毎回の授業の宿題とし、小分けにして学習させる
ことをおすすめ！

音声対応の基本文も収録！

３



ページ紙面⑤（指導書）

54

指導の補助となる「補足」
を随所に記載！

３



ページ紙面⑥（確認テスト）

55

「講座確認テスト」
各講座の学習事項を確認するテスト

「達成度確認テスト」
全講座終了後の確認テスト

■付属品（文理ティーチャーズサイト提供）

「講座確認テスト」と「達成度確認テスト」の２種類！

３



授業の進め方⑴

56

夏期テキスト必修
編 英語



授業の進め方⑵

57

夏期テキスト必修
編 英語



授業案は文理ティーチャーズサイトにて掲載

58

文理ティーチャーズサイトにて無料提供！



『デジタルブック』にてオンライン授業も可能！

59

教室内投影と同時に、それを

使った授業を生徒に配信可！

※国語は、ライブ配信のみご利用いただけます

★生徒用本冊と全く同じ紙面データをご用意！（別売）本体価格450円/1ID/ 年間

※1銘柄につき

☆オンライン授業の進め方は
文理ティーチャーズサイトの「授業案」にて掲載中

３



採用事例

60



採用事例

<長年採用しているA塾（東北）の例>

採用教材：必修サマー中１、２（英数国・理社）、中３

使用時期・授業時間：夏休み前半（約20日間）・60分

１授業あたりの生徒数：10～15人

61

主に公立上位校受験を目指す生徒を対象に授業をしています。テキストは
とにかく”要点のまとめ”がポイントをしっかり押さえられてあり、また、
問題演習のボリュームもちょうどいいので、使いやすいです。全体的に構
成のバランスがいいのも気に入っています。付属の確認テストは授業内で
理解度のチェックとして活用させていただいております。
中３生は必修サマーでカバーできないところは模試の過去問を解かせたり、

その他入試教材を利用したりと組み合わせて講習を設定しています。

進学塾A塾

４



実際に採用した塾様の例

62

採用教材 学年 1クラス人数 実施時期 目的

学習塾A塾 必修サマー 中1～中3 8～15人 夏休み前半 1学期までの
内容復習

学習塾B塾 夏期テキスト必
修編・実練編

中1～中3 15～20人 2週間 復習と2学期
の予習

学習塾C塾 必修サマー 中1～中3 40人 18日間 1学期までの
内容復習

学習塾D塾 小学ウィンパス
夏期テキスト

小学4年～6年 10人 2週間 1学期までの
内容復習

☆宿題に出して授業内でわからないところを解説
☆3年生は授業内でしっかり解説しながら進める

☆授業は1回で50分～60分がほとんど
☆クラスごとで採用教材を分けて使用

４



現場の先生の声

• 要点のまとめがしっかりポイントを押さえられていて使いやすい

• 分量も適切でポイントが押さえられている

• 必修テキストと構成や体裁が近い為、使いやすい

• 全体的にバランスがいい

• 夏休みの前半は夏期テキスト、後半は別途入試教材や過去問等組み合わせ
て使うとちょうどいい

• 公立の問題レベルとよく合っている

• 上位クラスは実練編、標準クラスは必修編とちゃんとすみ分けて使える内
容なので有難い

• 特に理社の要点のまとめがいい

この時期にポイントを押さえて復習させるのに最適

63

４



夏期テキスト必修編の特長と採用するメリット

①シンプルな構成で夏までの復習を徹底カバー

②授業案や指導書（別売）、各種確認テスト等、

サポートツールが充実

③PRツールとして活用可

『デジタルブック』使用にてオンライン授業が可能

コロナ対策としてのPRポイントに

64

４



65

3年間の総仕上げ

ファイナルステージ

～文理からの使用提案～



ファイナルステージ 目的

66

２

使用時期
・3年生の通年の持たせ教材
・夏休み，冬休みに分割使用
・公開模試の範囲に合わせる

etc



ファイナルステージ 構成紹介

67

２

150P



ファイナルステージ 構成紹介

68

２

40P



ファイナルステージ 構成紹介 詳細

69

３



ファイナルステージ 構成紹介 詳細

70

３



ファイナルステージ 構成紹介 詳細

71

３



ファイナルステージ 構成紹介 詳細

72

３



ファイナルステージ 構成紹介 詳細

73

３



ファイナルステージ 構成紹介 詳細

74

３



ファイナルステージ 構成紹介 詳細

75

３



ファイナルステージ 構成紹介 詳細

76

３



ファイナルステージ 構成紹介 詳細

77

３

新規付録 サポートブック

各ステージに完全対応！
１ページ分を圧縮



ファイナルステージ 構成紹介 詳細
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３

新規付録 サポートブック

各ステージに完全対応！



ファイナルステージ 構成紹介 詳細
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新規付録 サポートブック

各ステージに完全対応！ ステージ名がそろっているので指示がしやすい



ファイナルステージ 構成紹介 詳細
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３

新規付録 サポートブック 理科と数学だけですが，QRコードで詳解が見られます

WEB上紙冊子



提案 カリキュラム

• 理科 夏期講習から使用

• 夏に１，２年の総復習

夏期講座 全16回

多い

→夏休み前に組み入れる

少ない

→中３の1学期分の復習
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提案 カリキュラム

• 理科 夏期講習から使用

• 冬に３年の総復習

冬期講座 全10回

多い

→直前の定期テスト範囲を割愛

少ない

→◆入試の完成◆から抜粋
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提案 授業活用 シチュエーション
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４

• 夏期講習で１，２年の復習をメイン

• ６０分授業

• 対象の生徒は，標準学力でも理科が苦手な子を含む

• 一斉授業，対面

• ほぼ毎日授業

編集が想定している案としてお聞きいただければ幸いです

（上の想定が当てはまらない塾様も多いので）



提案 授業活用 詳細
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４

重要事項の説明

なぜ？ の部分を
差し込みながら講義

１Pの説明に15分/60分

投影用にデジタルブック
もあります



提案 授業活用 詳細
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４

解答をノートに書かせる

ノートを半分に折って
1行空きでガリガリ書く

時間を短く切って
大問ごとに解答時間３分
答え合わせ１分
をセットにする

１Pを15分/60分



提案 授業活用 詳細
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４

解答を直接書かせる

×の問題は，席に戻り，前のペー
ジ「まとめ」や「確認問題」を見
て再度挑戦
→もう一度採点

すべて〇で早く終わった子は，こ
れも確認をしっかり読む，基本問
題の暗記の徹底
→「実戦問題」に進む



提案 授業活用 詳細
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解答はノートに書かせる

宿題として使用，次の授業で問題
を選定して解説



提案 授業活用 補足
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４

• 【持たせ教材】標準学力層

＜定期テスト対策＞
該当単元の確認問題，演習問題を100％仕上げる

→定期テストの難度にもよりますが，ある程度対応できます

＜冬期以降＞

確認問題，演習問題を100％仕上げたのちに，

実戦問題にチャレンジ
生徒には「解説を見てわからないときは質問にきてください！」
という個別対応となります



終

89

理科ではなく，他教科についてもリクエスト
がございましたら遠慮なくお伝えください。

ファイナルステージの活用案も弊社営業にお
話しいただければ，次回改訂の参考とさせて
いただきます。

ご清聴ありがとうございました。



夏期施策

オンデマンド専用講座のご案内

90



夏期施策『1・2年の重点確認』セット割引

• 1・2年の重点確認

生徒用テキストを以下のセット購入パターンで25％値引き致します

割引期間：6月1日から9月30日まで

英語・数学セット 1,400円→1,050円

理科・社会セット 1,400円→1,050円

国語・数学・英語セット 2,100円→1,575円

※「夏期カタログ２０２２」には上記割引価格の掲載がございません
ので、ご注意ください。
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『1・2年の重点確認』特色・仕様

① 特色

• 中学1・２年の学習事項を効率よく復習できる。

• 中学１・２年で解答できる入試問題に挑戦できる。

• ３年生になる前の２年生の春，受験勉強を始める前の３年生夏～秋に総復習のため使用。

② 仕様

• 本体価格各７００円（税抜）

• 発行点数：国語、数学、社会、理科、英語、計５点（指導書あり）

• ページ数：本冊→64P 解答→16～40P

• 色数：1C

• 単元構成：「ポイントチェック」＋「確認問題」＋「練習問題」の3段階構成

③２０２２年２月の改訂ポイント

• 確認テストで定着を確認できるように改訂。

• 英語は基本文音声、巻末リスニング問題収録。

• オンライン授業でも活用できる「デジタルブック」（各５５０円税抜）もご用意。

１



文理オンデマンド教材専用コンテンツのご紹介

文理の豊富な教材からコンテンツを自由に選んでテキストを作れる
「文理オンデマンド教材」

「オンデマンド専用コンテンツ」も多数ご用意しております

【既発】

・高校英語、高校数学Ⅰ・A

・中学ウィンパス（英語・数学）演習編、演習編・発展

・中学英文読解演習１～３年

【新規】

・中学英文読解演習 入試実戦編（2022年7月中旬公開予定）
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