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英進館／拠点展開の歩み
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○小学部・・・１１０００名

○中学部・・・１４０００名

○高等部・・・・６０００名

○個別指導 ・・２８００名

○花まる・・・・・１２００名

○玉井式・・・・・・２７０名

○ＴＩＳ・ＥＡＳ ・・・２３０名

合計・・約３５５００名

英進館／生徒数内訳
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１ 受験指導専門塾からの脱却
・多様化する保護者のニーズ

２ 教育改革への対応
・アクティブラーニング、ICT

３ 今後の方向性
・個別最適化の加速

〔本日の内容〕
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１ 受験指導専門塾からの脱却
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２０１８ 英進館合格実績【公立高校】

合格実績／２０１８年

学校名 １番手 ２番手 ３番手

修猷館
（定員４００名）

２３８
英進館

４０
Ｍ塾

２５
Ｓ塾

ラ・サール高
（定員８０名）

１４４
英進館

２０
Ｓ塾

１９
Ｚ・Ｍ塾

灘高校３１名〔定員４０名〕
灘高合格者数５年連続８回目の日本一！5



少子化の中、１０年ほど前から・・・

「我が子に最高の教育を！」
と考える保護者が増加

子ども一人当たりの教育費はこの４０年間で急激に増加

「家計調査」「人口推計」「住民基
本台帳」（総務省）より

受験指導専門塾からの脱却
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「最高の教育」・・・多様化

難関校合格
英会話、スポーツ
幼児教育、自然体験
プログラミング、探究型etc

少子化の中、１０年ほど前から・・・

「我が子に最高の教育を！」
と考える保護者が増加

子ども一人当たりの教育費はこの４０年間で急激に増加

受験指導専門塾からの脱却
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２００８年以降、英進館で始めた新コンテンツ

①幼児・小学生低学年「学童保育」

②小学生低学年「花まる学習会」

③小学生「自然体験合宿」

④官民連携の教育事業

受験指導専門塾からの脱却
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①幼児・小学生低学年「学童保育」

○小学生向け／民間学童施設

「英進館アフタースクール」

○幼児・小学生向け／
オールイングリッシュ幼児園・学童施設

「東京インターナショナル
スクール大濠校」

幼児・小学生低学年「学童保育」
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習い事付き学童保育

英進館アフタースクール

校 舎：英進館藤崎校４階
対 象：小学生（小１～小６）10



英進館アフタースクール習い事プログラム

○スイミング
○極真空手教室
○カワイ体育教室

○花まる学習会
○パズル道場
○Ｅｎｇｌｉｓｈ（グループ）

○Ｅｎｇｌｉｓｈ（プライベート）
○珠算
○書道
○将棋
○ピアノ（プライベート）
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アフタースクールの取り組み【おでかけ】

夏といえば海！百道浜海岸で思いっきり遊びました！

習い事付き学童保育

英進館アフタースクール
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国際バカロレア認定校でもある「東京イン
ターナショナルスクール」。

そこで利用されている「探究型カリキュラ
ム」を取り入れたアフタースクール・学童保
育を開校！

指導に当たるのは、全て経験豊富な英語
ネイティブです。
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現在の東京インター大濠校
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好奇心を刺激する内装！
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②小学生低学年「花まる学習会」

花まる学習会代表

高濱 正伸氏

情熱大陸、カンブリア宮殿、ソロモン流、
金スマなどなどテレビに多数出演。子育て
本なども多数執筆。教育界のカリスマ。

「メシが食える大人」を育てる。

小学生低学年「花まる学習会」
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花まる学習会
授業風景

小学生低学年「花まる学習会」
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花まる学習会
授業風景

小学生低学年「花まる学習会」
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③小学生「自然体験合宿」

小学生「自然体験合宿」

「平戸市」そのものが
「自然体験合宿」の大舞台に！！

●観光資源の宝庫「平戸市」とのタイアップ！
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長崎県平戸市での合宿
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これまでにも！

屋久島！
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④官民連携の教育事業

高等学校の生徒さんを対象とした連携事例
２０１８

大分県立国東高校からの依頼
国東高校での出張授業・英進館での受講

２０１６

山口県内の新高３優秀層を対象特別授業
２０１５～

九州高校と提携。生徒が英進館高等部へ

２０１３～ 福岡雙葉高校での授業

英進館による【官民連携】実施事例
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公立中学校の生徒さんを対象とした連携事例
１５～大分県佐伯市鶴谷中学校での授業
１４～北九州市教育委員会

「ひまわり学習塾」
１４～大分県佐伯市昭和中学校での授業
１１ 佐賀県千代田中学校での授業
１１ 福岡県でのスポーツエリート生向け

講演
１０ 福岡市長丘中学校での授業
０９ 福岡県那珂川中学校での授業

英進館による【官民連携】実施事例
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公立小学校の生徒さんを対象とした連携事例

１８ 基山町教育委員会からの依頼

小学校２校で小３算数特別授業実施。

１６～基山町教育委員会からの依頼。

小学校２校で小６算数特別授業実施。

１１ 佐賀市春日北小学校での授業

英進館による【官民連携】実施事例
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地域の保護者様団体を対象とした連携事例

１３・１６福岡県筑紫野南中家庭学級講演
１３１５福岡県筑紫郡那珂川町役場・講演

学校の先生方を対象とした連携事例

１９ 福岡女子大・教育改革に関する講演
１８ 福岡県小学校校長会での講演
１６ 福岡市片江小学校・模擬授業実演
１４ 大分県佐伯市鶴谷中学校での講演
１２ 福岡市鶴田小学校での講演
１１ 長崎県教育委員会での講演

英進館による【官民連携】実施事例
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２ 教育改革への対応
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今から４年前、２０１４年冬職員全体研修
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今から４年前、２０１４年冬職員全体研修
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研修会の冒頭から、
約６０ページ（１時間半）
に亘って教育改革の
内容及び、英進館の
対策を全社員で共有。

今から４年前、２０１４年冬職員全体研修
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アクティブラーニング導入

教育改革への対応
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○科目横断での力をつけたい

○思考力・判断力・表現力をつけたい

○人物評価入試に対応したい

２０１７年、公立中進学クラス社会・理科

思考探究教室へ

新入試対策・アクティブラーニングの一環

教育改革への対応
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具体的学習内容

○最新の題材を活用して、現代社
会が抱える問題について学びます。

○科目横断的な文章や図表を読
解し、論理的思考力に基づき自
分の考えを記述します。

思考探究教室

教育改革への対応
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思考探究教室

教育改革への対応
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テーマ予定（一部抜粋）

02月 医療と健康 最前線

03月 地球環境を守るには

04月 科学技術の発展と課題

09月 天災地変に備える

12月 みんなで助け合う社会へ

01月 ニュース総まとめ

思考探究教室

教育改革への対応
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毎月の特集ページと関連動

画を閲覧し、読解問題を解く。

ディベートで班ごとに意見
を交換し、代表者が発表する

テーマに応じた論文作成を

行う。（月1本：年10本）

思考探究教室

教育改革への対応
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思考探究教室の目標

小学部卒業の２月、
論文発表会の実施

思考探究で学んだこと生かし、

「将来、どう活躍し、どういう人間
になりたいのか」をテーマに、全生徒
が発表。保護者も参加。発表後、修了証
書授与。

教育改革への対応
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高校生の生活意識に関する調査（調査：日本青少年研究所）

「私は価値のある人間だと思う」
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一番楽しかったこと

一番悲しかったこと

一番うれしかったこと

一番くやしかったこと

一番腹が立ったこと

一番感動したこと

一番がんばったこと

保護者の人に対して
「すごい」と思ったこと

教育改革への対応
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真剣に自分と向き合うことで

「世界でただ一人、
唯一無二の自分を知る」

きっかけになります。

「自己肯定感」

○未来設計図＆未来エッセイ

教育改革への対応

44



ＩＣＴ機器の活用
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１ 大学受験／東進衛星予備校

全国１０万人の高校生が学ぶ
ＰＣを使った映像配信型授業！

東大現役合格者数 日本一！

ＩＣＴ機器の活用
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インターネットで学ぶことができる、

対話型アニメーション教材
対象科目：英語・国語・数学

対象学年：小４生～高３生
Android、iOSタブレットでも使用可能

２ 自立学習応援プログラム／すらら

ＩＣＴ機器の活用
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他の映像授業にはない「すらら」の強み
①人口知能を活用した

「アダプティブラーニング」（特許取得）

②徹底した生徒管理
家庭学習を含めた
全ての学習状況を
一括管理

生徒の解答結果から、弱点部分を分析・
特定し、最適化された学習すべき課題を自
動的にリアルタイムで提示する機能。

ＩＣＴ機器の活用

48



フレンズの画面

生徒たちは

○タブレット
○専用ペン
を使って解答

３ ライバル自動組成／フレンズ

ＩＣＴ機器の活用
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４ 英語スピーキングｼｽﾃﾑ／ＭｙＥＴ

ＩＣＴ機器の活用
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４ 英語スピーキングｼｽﾃﾑ／ＭｙＥＴ

・中２・中３対象
・自宅で簡単。スピーキングトレーニング！
進行予定表に明記。宿題として管理。
・英進館オリジナルテキスト
「English Master」に
完全対応！

ＩＣＴ機器の活用
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５ プログラミング教室

○２０１６年５月
アーテック／ロボットプラグラミング
○２０１８年１０月
ソニー／ＫＯＯＶ（ロボットプラグラミング）
○２０１９年４月
ＣＡ Ｔｅｃｈ Ｋｉｄｓ／ＱＵＲＥＯ（プログラミング）

※CA Tech Kidsはサイバーエージェントの子会社

○２０１９年６月
プロスタキッズ／マイクラプログラミング

ＩＣＴ機器の活用
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プロスタキッズ／プログラミング
ＩＣＴ機器の活用

子どもたちに大人気！
「マイクラ」を使ったプログラミング教室53



６ 個別ﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ／ａｔａｍａ＋

ＩＣＴ機器の活用

ＡＩ（人工知能）を活用したラーニングシステム
中高生向けに、一人ひとり１００％カスタマイズ
した学びを実現。

ａｔａｍａ＋稲田社長

生徒はタブレットで学習
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３ 今後の方向性
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英進館オリジナル映像授業配信スタート！

【本動画のポイント】
○英進館生は完全無料（YouTube）
○中１～３までの５科目を用意

／合計２７８本収録
○１５分動画だから隙間時間を有効活用
○英進館使用テキストの対応ページ記載

今後の方向性
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英進館ＨＰより／学年・科目別単元一覧

リンクをクリックすると

今後の方向性
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英進館教師によるオリジナル動画

今後の方向性
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【本動画のポイント】
○英進館生は完全無料（YouTube）
○中１～３までの５科目を用意

／合計２７８本収録
○１５分動画だから隙間時間を有効活用
○英進館使用テキストの対応ページ記載

日本全国どこでも視聴可能
地方都市・被災地との

官民連携事業も可能！

今後の方向性
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ＩＣＴを活用した個別最適化

現在も・・・
○学校には行けない不登校の子、
学校では授業に集中できない子、
教室を飛び出してしまう子が、
英進館では集中して授業を受ける。

今後の方向性

単位認定範囲をもっと柔軟に！

○インターナショナルスクール
○フリースクール
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ＩＣＴを活用した個別最適化

未来の教室にあるように・・・
○午前中はＩＣＴを活用し学校カリキュラム
を習得。

○午後は本人が本当にしたいこと、
学びたいことを見つけ突き詰めてほしい。

今後の方向性

生徒が集まる場は絶対に必要。
アナログな環境でこそ伸びる！

ただし・・・
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日経ＢＰ社刊「ＡＩ時代の勝者と敗
者」トーマス・Ｈ・ダベンポート、
ジュリア・カービー 著より

近年の欧米ＩＴ業界、ビ
ジネス業界でのキー
ワード

「ＩＴ側の人間は青の
言葉を話す。ビジネス
側の人間は赤の言葉
を話す。紫の言葉を
話す人間がいないと
両者が機能しない。」
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ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ 生 徒

人間力の優れた人材

ＩＴ側の人 ビジネス側の人

紫の言葉を話す人材

橋渡しとなる人材がいないと機能しない63
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