⑤ 無料/休み前到達度テスト 2014 冬～ 4-5 -----中村進学会の各期講習は夕方以降の通常指導は子供たちの休み中も継続
して行うため、任意参加という形をとっております。そのため、日中の時間帯に普
段できない苦手の克服や前の学年に戻っての総復習等を行う講習となっており
ます。しかし、自分のどこが苦手でどの分野から復習すべきか、きちんとわかってい
る子が少なく、その発見のための「到達度テスト」となります。こちらはすべて無料
診断となっており、休み前に受講頂く→1 週間でしっかりとした結果が出る→
各期の休みですべきことが明らかになる。このような流れで行っております。前
回の夏期前プレテストでは多くの受講者（塾生含め外部生も多く参加頂けま
した）が参加し、結果をもとに講習へ参加し、しっかりと苦手を克服していってお
ります。中村は強制型の講習ではありません。理由をしっかりと提案し、納得

【校舎徹底紹介/細部に拘った指導】

✎1999 年からの伝統

頂けた方のみ受講頂くという形をとっております。今後は休み前には左記のような、黄色のわら半紙にご案内をさせ
て頂き（新聞折り込み、各ご家庭のポストへ）ます。よろしくお願いいたします。

① 中村 Credo 4-1 ---------------------------------------------------------

⑥ テスト順位推移グラフ 4-6 ------------------------------------------------

真ん中にはこう書かれてあります。「中村進学会の全従業員は子供たちへ常に最高のサービスを提供し、恥ずかし

中学生の定期テストの順位推移を貼り出してあります。注目すべきは絶対評価にしてあるところです。全員最初の

くない大人へ育むことを最も大切な使命として行動することをお約束します。」B6 版の冊子になっており、中村進

スタートが真ん中。そこからの上下をグラフ推移してありますので、自分自身を物差しに、頑張った子は右上へ推移し

学会の細部が全 30 項目にわたり書かれてあります。こちらは各校舎でご覧いただけます。校舎へ足を運ぶ機会があ

ます。中村は色々なレベルの子が通っています。それゆえのグラフであります。貼り出す効果は大きく、他の子の頑張り

りましたら講師へお尋ねください。持ち帰って頂いても構いません。長い歴史が色々なものを生み出し、一つずつ全校

が自分のモチベーションにもなります。

舎で取り入れられるようにマニュアル化し、現在に至っております。中村は全店直営店舗です。ですから、フランチャイ

⑦ 小学生・テスト 100 点グラフ 4-7 -----------------------------------------

ズで見られる各店舗経営者による力量の大きな差もありません。すべての校舎で統一した方針で、どの校舎の指導
を受けて頂いても同じサービスが提供できるように研修を重ね、意思統一を図っております。愛知県下で多くの皆様
から支持を頂き、現在に至っております。ここに書かれていることを常に意識し、守りながら、更により良い指導の追求
へ努めていきます。

② PTA 新聞掲載 4-2 -------------------------------------------------------

中村には「100 点景品」というものが存在します。学校のテストで 100 点を取ってきた子はそれと引き換えに校舎に
用意してある景品と交換です。左の表はその 100 点 1 枚につきシールを１つ貼っていくものです。子供たちには勉強
をするきっかけを大人が与えていくことも必要です。それがきっかけでその科目を好きになったり、更に 100 点を取ろうと
頑張ったりするものです。いい点が取れる→自分はその科目・分野が向いている→好きになる→将来の進学への
重要科目へ→将来の職業選択へ。こんな流れは自然であり、そのような形が往々にしてあるからこそ、我々の指導

中村の広告をご覧になられた方も多くいるかと思います。我々が取り入れている宣伝媒体として、新聞折込（中日

は子供たちにとって大変重要であることを常に意識し指導にあたっております。

新聞様による金曜日に各ご家庭のポストへ、日曜日または月曜日に各新聞の折込として）、ホームページによる記

⑧ 膨大な進路資料 4-8 ----------------------------------------------------

載、左記 PTA 新聞へ寄稿（不定期）、校舎責任者によるチラシポスト in、友人紹介制度、これだけであります。
どこから番号を入手したのかわからない過度の電話による勧誘業務や DM によるしつこい勧誘、料金を記載しない、
いいことばかり載せている広告、このようなことは一切しておりません。これは正しい指導を重ねる、皆様に納得頂ける
料金でやっていく、中村を十分に理解して頂く、このようなことでお客様は選択して頂けると考えているからでもありま
す。中村の校舎責任者は自ら中村をもっと知っていただこうと一枚一枚きれいに広告を折り、自分の足で各ご家庭
のポストへチラシを入れさせて頂いております。過度な料金をお客様より頂いていればテレビ CM や高い業者を使った
宣伝もできるでしょう。しかし中村はそれを行わず、地道に一人ひとりに理解を頂く方法で今後もやっていきます。

③ ハザードマップ 4-3 -----------------------------------------------------各校舎の入り口に貼ってあるものです。すべての校舎にもし何かあったときの避難場所が明記されております。
2000 年 9 月、中村の開校 2 年目でした。東海豪雨で帰宅困難になったときから防災意識を高めております。最近
は台風やそれによる洪水の被害など全国各地で起こっており、事前にどうすべきかの準備だけはしておくべきです。大
切なお子様を預からせて頂いている以上、万全の、万が一の時のための対策を行っております。

④ 重要暗記下敷き 4-4 -----------------------------------------------------左記の物は「化学分野、元素記号の周期表」です。画像ではわかりにくいのですが、この周期表は下敷きになってお
ります。印字したものをラミネーターで加工し、生徒の下敷き用にプレゼントしている物です。このような物が多くあり
ます。例を挙げますと「夏休み英単語 200 問総復習」「歴史年表」「日本の川・山地・盆地・平野暗記表」「数学の
これだけは公式一覧表」「入試に出る英熟語 50 問」「国文法これだけは暗記表」「理科の指示薬一覧表」etc どん
どん新しいものを作成しております。これらすべて中村の講師陣が見やすく・わかりやすく・覚えやすく、一枚の紙へ入れ
込んだものです。愛情が込められています。店で買ってこれば早い、しかし思いは伝わらない。なら自分たちで作って
一番いいものを提供しよう。こんな思いからこのような物を作成しております。各校舎の優秀な人材が色々な物を作
成する→ドロップボックスにて全校舎が共有できるようシステム化してある。ここが中村の強みだと思っております。中村
には 15 分の全体授業がありますが、その凝縮した 15 分の授業内容、話す言葉に至るまで、すべてを共有し、指導
に取り入れております。ここが全店直営店舗の強みであり、他の学習塾では真似できない所であります。

中村の壁、パーティションをご覧ください。数多くの進路資料が掲示してあります。高校別の資料、内申点・当日点の
表、過去卒業生の実際の進路結果（名前は伏せてあります）、公立入試予想問題、自転車で通える高校表、
などなど膨大な量です。また、定期テストの後などはそれらを使った進路指導を行い、目標を早く定め、勉強のモチベ
ーションに役立てております。

⑨ 生徒所見熟読 4-9 -----------------------------------------------------毎月、保護者様には「生徒所見」をお渡しします。講師との連絡帳となっております。入塾の際はしっかりと保護者面
談をさせて頂き、保護者様との連携を取っていますが、普段毎回の塾での様子をお伝えすることは難しいですので、こ
ちらの所見にて連携を取っております。人間は忘れてしまう生き物です。３か月前に保護者様よりご指摘があったこと、
講師たちは思い出す作業をします。それが写真の所見閲覧表です。月別に所見が分かれており、半年分はストック
しております。定期的に読み返します。そこで指導の継続を図り、効率的に、より良い指導につなげております。

⑩ Newton 4-10 ---------------------------------------------------------犬山校舎の物です。責任者の坪井講師が毎月熟読している書物です。中村の講師陣は読書を欠かしません。そ
れぞれの得意分野の書物から子供たちに話題のゲームの本まで幅広く書物を探っています。子供たちと密にコミュニ
ケーションをとるためにも情報の収集は欠かしません。中村の授業開始前には必ず数分、時の話題や講師の経験談、
読書から得た情報などを話します。それは授業を集中して聞いてもらうための「つかみ」でもあります。子供たちに勉強
を教えている以上、自分自身も勉強しなければなりません。それが大切な子供たちを育む第一歩でもあります。授業
をしっかり集中して聞いてもらうためにまずは、子供を引きつける話を最初にする→集中したところで授業開始。この
流れを怠りません。

⑪ ちょっと足を止めて考えてみて 4-11 ---------------------------------------数多く貼ってある貼紙の一つです。各校舎の貼紙は講師の思いが込められております。勉強を好き好んでやっていけ
る子はほとんどおりません。ですから、勉強をする理由を色々な方法で探り、限られた時間の中で、いつ・何を・どのよ
うに・どれくらいを自分で考えてやっていかなければなりません。そのヒントを多く貼紙にて掲示しております。

⑫ 土曜講習 4-12 --------------------------------------------------------中３生は毎年１０月から入試まで土曜日の午前中を使って受験講習を行っております。左記のものはそこで使用
するオリジナルテキストです。公立入試の過去問を科目・分野別にまとめてあるもので、これを一冊完成させれば入
試では怖いものなしです。土曜講習の進め方は予め予習を必ずしてもらう→塾ではその予習内容の解説→自分で
解けるように演習。この流れで進めております。月末には全校舎統一で月例テストを行い、順位を貼り出します。毎
年 200 名近い受講者がおり、校舎を超えて皆、切磋琢磨しております。料金も納得の低価格で１時間単価
1,000 円を切る指導価格設定で多くの受講者を募り、全員を第一志望合格へ導いております。

■指導時間（中学生/定期テスト対策あり/無料）
小学生 1 時間

月～金

17：00～18：00､18：00～19：00

小（中学受験）

月～金

17：00～19：00(夜の部もあり)

中学生

月～金

19：00～21：30（夏時間あり）

高校生

月～金

19：30～21：30

土曜日に関しては、中 3 土曜講習（10 月～スタート）と定期テスト
対策に使用します。基本的に祝・祭日も指導を行います。第 5 曜日も
回数に関係なく指導を行います。
GW ウイーク、盆、正月の年に 3 回、1 週間お休みを頂きます。
夏場は部活動を考慮し、30 分暗記を授業後に変更可能です。

■指導費用 8%税込価格 ※中学生１日 2 時間半指導でこの価格、納得の時間単価です。

⑬ 七夕イベント 4-13 ------------------------------------------------------中村には多くのイベントがあります。七夕の時には全員に願い事を書いてもらい教室に貼り出しています。言葉に出し
たり、紙に書いたりすることでその思いは強くなり、忘れなくなります。定期テストの後にはその反省と次のテストへの目
標を書いてもらいます。それらもしっかりと貼り出し、一部はコピーをして自宅に持ち帰り、机に置いてもらっています。イ
ベントといえば、中村の各講師は生徒の活躍する場をよく見に行かせていただいています（許可を頂いて）。部活動
の大会であったり、運動会であったり。生徒たちの塾では見せない面も数多く見られ、生徒との信頼関係も大変密に
なります。そこまで生徒たちのことを考え、熱く指導を行い、それぞれの第一志望合格へ導きます。

⑭ マンガを取り入れた指導 4-14 -------------------------------------------どう教えたら短時間で覚えてもらえるか、どんな教材を使えばわかりやすく理解してもらえるか、講師たちはいろいろ考
えています。左記のものは中３で学習する理科・遺伝分野のところの学習で、わかりやすく理解してもらうために漫画
を用いての解説と、下は図表にて解説したものです。歴史などもなかなか覚えられない子には「まんが・日本の歴史」
なども勧めます。興味がない・面白くない→なかなか覚えられない、勉強する気になれない、こんな子が多いのも事実
です。それを少しでもまずは好きになってもらおう、こんな思いで工夫を欠かしません。全ては子供たちのために！

⑮ 細部にわたる中学受験生授業計画表 4-15 -------------------------------中学受験生も頑張っております。年間の計画表を元に難関中学を視野にいれ指導を行っております。中学受験新

■入塾金 10,800 円 ※紹介・兄弟割引（無料・半額あり）■諸経費/半期、中学受験、中・高校生：6,480 円 小学生(通常)：3,240 円
■教材費/1 年間使用 ●中 1・中 2：7,776 円(6 冊)：中 3：6,480 円(5 冊) ●通常小学生 1,296 円(国・算・英など 1 冊の価格です)
■兄弟割引(授業料 1 割引あり) ■私立中学生は個別中学生となります ■中学受験は 2 時間の指導料金となります：別途実費教材費

■中村進学会の特徴
①振替…中村進学会では，授業を休んでしまった場合でも他の曜日に振替を行うことができます。ただし，祝日は休みが多く，振替が重なることが
予測されますので，祝日でのお休みのみ振替はできません。
②各期講習…春期講習，夏期講習，冬期講習，中学準備講座（小６生対象，２月から），中３土曜講習があります。どれも任意参加型で，
通常授業は継続して行われます。毎回多くの方に参加していただいております。

演習という教材を使い、月例テストもしっかり行い、定期的に外部の模試も受講していただきます。個別プラス全体

③休日…第５曜日でも指導はあります。祝日も授業はあります。ゴールデンウィーク，お盆，正月はそれぞれ 1 週間お休みをいただいております。

指導というスタイルで他塾にはないやり方で受験までしっかりとサポートを致します。中学受験指導に関しては２

④100 点景品…生徒の学習意欲を高めるためのものです。100 点のテスト 3 枚で文房具 1 つと交換できます。
⑤生徒所見(進度管理表)…先生↔生徒↔保護者様の連携をとるものです。
⑥入塾テストなし…成績による差別は行いません。全体指導塾ではないので、あらゆるレベルの子に対応いたします。
⑦全店直営店舗…中村はフランチャイズではありません。よってどの校舎でも質の高いレベルが同じ指導が受講頂けます。

～３校舎合同で指導をしており、詳細に関してはお問い合わせください。中受指導に関しては過去問を徹底分析し、
家庭学習もしっかり塾主導で行っており、合格者もしっかり出ております。小４～難関中学受験はスタートです。計
算日記や漢字日記を用いた演習、宿題管理も欠かしません。ご家庭との連携で合格へ導きます。

⑯ 叱る術 4-16 ------------------------------------------------------------

■中学生/定期テスト対策指導

藤がない分、思いもより伝わりやすくなります。もう一点これだけは「やらない」と統一していること、それは、「問題が解

①授業カリキュラムの変更…学校の問題集を何回もやることがテストで良い成績を勝ち取るためには有効なので，定期テスト２～３週間前から，より
個別中心の指導に変わります。
②テスト対策授業…テスト直前の土曜日には対策授業(無料)が行われます。過去問による指導を実施します。
③Challenge24H(24 時間学習)…定期テスト直前の土曜・日曜で合計 24 時間の勉強を目指します。
④学校の問題集の管理表…中村進学会では『学校の問題集 4 周』をテスト前の目標にしております。これを実行するためのサポート役がこの管理表で
す。あらゆる管理を徹底させています。細かく追求していくことが成績向上への一番の近道であります。
⑤テスト後の反省文…テストの結果を踏まえ，テストの反省・次のテストへ向けた改善点を書きます。
⑥生徒個票…テストの結果(点数・順位)や内申点を管理します。個別指導の参考資料となっています。
⑦定期テスト目標記入用紙・今日からやっていく用紙…テスト前には目標を決め，また，テスト後には次に向けてこれだけはやっていくというものを決めて
もらいます。
⑧徹底した過去問分析→効率よくテストで点を取っていく方法を伝授（限られた時間での勉強法の紹介）。

けない、覚えられないことを叱ること」。もちろん明らかに本人の怠慢によるものであれば仕方ありませんが、塾へ子供

※無料体験学習を随時行っております。回数は定めておりません、納得がいくまでお試しください。内容・実績を感じ取っていただけると思います。

毎月の生徒所見には保護者様から多くの言葉をいただいております。その中で「中村さんの教室内はいつも静かで、
特に暗記時間はすごいですね」こんなお言葉をよく頂きます。我々は静かにさせることがまず第一の仕事です。そのた
めの叱る術も真剣に考え議論を重ねております。その中に、叱る時の法則「かりてきたネコ」があります。か……感情
的にならない。り……理由を話す。て……手短に。き……キャラクター（性格や人格）に触れない。た……他人
と比較しない。ネ……根に持たない。コ……個別に叱る。また、明確にしているのは「ルールを決めること」です。具
体的にいえば、やってはいけないことを明確に決めて共有し、そのルールに反したときのみ叱る。そうすれば冷静に叱る
ことができますし、叱られる側も、「ルールに反したから仕方がない」と納得して聞くことができます。お互いに無駄な葛

たちは「できない、覚えられないから来ている」。ここのところを大前提に指導を行っています。ですから子供たちも納得
してやってくれています。わからない子には何度も何度も手法を変え説明します。わかるまでです。

⑰ 圧巻の自転車整理 4-17 -----------------------------------------------最後に、前回も自転車に関しては紹介を致しましたが、今回は小牧校舎の様子です。大きな駐輪場がない中、並
べる角度までしっかり統一して自転車は整理しております。最初は先生が何度も外へ出向き直します。そのうち生徒
が一人ずつ自分たちで並べようという意識が芽生え始めます。中村のスローガンは「恥ずかしくない大人へ」です。常
識や礼儀といった勉強をする以前の所から、子供たちへ指導を重ねております。自転車整理に関してもその一環で
す。教室内に入ると必ず先生の方から、大きな声であいさつを欠かしません「こんばんは、こんにちは」。そこからスター
トです。子供たちも自然と「ありがとうございます」「はい」などの声が出てきます。誰もが正しいと思う当たり前のことを意
識せずに出していける環境づくりを欠かしません。これからも「正しいことを重ねる」この信念は曲げずにやっていきます。
※まだまだお伝えしたいことが多くあります。詳しくは各校舎にてご確認下さい。今後も常に正しいことを追及して新しいものを生み出していきます。

中村進学会のホームページもご覧下さい。nakamurashingakukai.com

愛知県下 15 店舗/生徒数 1,000 名/講師 100 名在籍

犬山校：犬山市中山町 1-40
（0568）65-0096
稲沢校：稲沢市正明寺 1-2-22
（0587）32-2368
津島校：津島市柳原町 2-58-1
（0567）23-7889
大治校：大治町西篠大門先 8-1
（052）443-0677
清須校：清須市清洲 2581-2
(052)409-6266
一宮校：一宮市住吉 1-8-4
(0586) 47-6887
西春校：北名古屋市鹿田流 47-1
(0568)25-5224
小牧校：小牧市中央 3-106
(0568) 71‐4044
はとり校：中川区服部 3-404
（052）462-9855
江南校：江南市宮後町砂場東 260 （0587）81-8084
高畑校：中川区中郷 3-105
(052)355-7995
江南校：江南市宮後町砂場東 260
（0587）81-8084
春日井校：春日井市鳥居松町 1-70-1 (0568) 41-9966
小田井・平田校：西区上小田井 2-221 (052) 325-6117
守山校：守山区鳥神町 109 番地
(052)768-6997
甚目寺校：あま市甚目寺大渕 60 番地
(052)446-6644
愛知県下 15 店舗/生徒数 1,000 名/講師 100 名在籍/昭和の中村必見

