
京進スクール・ワン富田教室＆川越富洲原教室　作成

～ひとりひとりを大切に～

f HP

進路コラム（大学選
びなど）はこちらに
掲載

富田教室（日木休）
 教室長ブログ毎週！更新予定

川越富洲原教室（日月休）
 教室長ブログ 　休眠？中

新しく移行したいホームページ
（校通信の記事やクイズもこちらに）

今月の簡単なお知らせ　

次男（年長）がインフルになりましたが、なんとか２次感染なし。みなさまもお気をつけて

InDesign_ver since November 2015

とみ教室通信　2月号

　今月はいつもよりページ数が少ないです。サボっているわけではなく・・・・
ホームページの記事の方に力を入れています。facebook や SNSなどでいい
ね！を押していただきありがとうございます。まだまだ、寒いですが、春の季
節の入れ替えで、体調不良にお気をつけください。受験生の保護者の皆様は塾
への送迎、食事、メンタルのフォローなど、ますます気をつけないといけない
のですが、保護者の方の体調管理が何よりです。

統括より

今月号のラインナップ
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 私が精神論で話をするよりも、京進アドバイザーの東大 池谷裕二教授から

科学的な根拠で話をしてもらった方が、間違いないと思います。今回は、池谷

先生がやる気をメインで取り上げた 2016 年の文庫版『のうだま１ やる気の 

 

 

 

 

 

 

 

 

やる気は、出るのを待たず、迎えに⾏くもの。 

富
田
教
室
長
よ
り

やる気が続かないとき 
途中であきらめそうになったとき 

こう考えよう 

今月号は、みなさん興味津々のやる

気スイッチの話をします。 

特に今回⼒点を置きたいのは、最初

はがんばれるけど、途中でだれてしま

うケースです。 

“塾に⼊って新しい勉強の目標を⽴

てたけど、○ヶ月たって飽きてきた” 

という方に向けてこの記事を贈りた

いです。 

上大岡トメ・池谷裕二『のうだま１ やる気

の秘密』（2016 年幻冬舎文庫版）より 

秘密』から、私の心に響いた部分をいくつかご紹

介します（もっと知りたい方は 500 円で同書を。

マンガ半分、文章半分。読んでもらうのも good） 



2016 年度の古いカレンダーとお差し替えをお願いします。 

新学年⽤の教材ご提案、春期講習のご提案も後日させていただく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディア情報 

←『YOU よっかいち』３月号に記事載ってます 

↓2月15日(水)に新聞折込チラシ入れています 

小 5・小 6 対象の４科パック始めます。内部生の方にも別紙

同封でお知らせします。 

３月以降の新年度カレンダーを同封しています 

新中学３年生が早くも満員になりました。新 2 年生・新 1 年生はまだ募集中です 

大河ドラマに磐座が 
いわくら 

私が石好きだと知る複数の知り合いから

情報提供あり。もちろん⾏ってます。井伊

家発祥のリアル聖地。オススメします。 

ローソンで販売している直⻁おにぎり。

シーチキンにわさび。合いますね。 
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オリジナルの記事です

ブログを購読してみませ
んか？（s1tomida.com）

今月は校通信の記事は少ないです。理由はホームページのブログの投稿数を増や
したからです。１１月に壊われたので、１から作り直しました。

現在はブログを更新した時は、KGPメールのお知らせ欄に手動で追加しています。
（到着したよメールだとなかなか見ていただけないですよね）
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アメブロであれば、確かアメンバーで通知できるらしいのですが、８年以上アメ
ブロいじっていないので分かりません。（あの広告たくさんが個人的に嫌なので）

登録方法1(ホームページにある購読 )ー初心者向け ( スマホからOK)

登録方法2（ホームページのRSSを利用）-- 中級者

ホームページとブログの違いは、RSSがあるかどうかです。
RSSは投稿された情報を瞬時につかむことができるのがメリットです。
ビジネスで情報を掴みたい方はこれを使うかどうかで情報量が違います。
私は右上の図のように、feedly を使い、Mac iphone で Reeder を使っています。

3 facebook を利用する
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ブログを投稿すると、RSSを利用して現在 facebook には自動投稿できています。
教室の facebook でフォローかいいねをすれば、情報記事を取得することができ
ます。

＜希望＞
LINEで配信できないかを検討したことがあります。
結論としては、料金が高すぎるので無理です。（上記は全て無料なので）

現在富田と富洲原でフリープランにしています。
以前よりフリープランが厳しくなってきています。代表の森川氏が辞められてか
らこの傾向があります。
リクルートのサービスと似ていて、業界のシェアを取るまでは安く提供し、他社
を倒してから値上げを一気にする仕組みです。
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私はこういうやり方が嫌いなので、普段のLINEもほとんどしません。ただ、日
本では、その森川さんの功績で普及しているので活用はしています。

blog に似ているタイムライン投稿が月に４回しかできません。
また、メッセージ配信は１０００通まで（吹き出し数？）
富洲原は現在１３０人友達がいるので、１０回までしか送れない計算になります。
しかも、誰が登録しているかわからず、他塾とか本部の人間とか多いです。
今後１０００通が減らされる可能性があるので、利用できない状態です。

今はテスト前の配信専用みたいな感じですね。→

←　こういう記事です。

進路アドバイザーH先生の記事もた

くさんあります。
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オリジナルの記事です  ---　KGP のポイントシステム見直しは現在止まっています。塾の仕事の裏側を少しで
も知っていただくコーナーです。

KPsystem- 続！報告書電子
化と ipad が買えない・・

iPad が買えない・・・

３－４月からの報告書電子化の為に、ipad を大量購入しないけません。
今現在は、富田・富洲原に６台ずつあります。
これに１０台ずつプラスして、各教室１６台ぐらいになる予定です。
しかし、タイトルにあるように iPad が買えない？状態です。

理由
1.Apple Store に在庫がない。
2. 購入資金がない？

私が iPadAir2 を購入する４つの方法（安い順　税抜き）
1. ソフマップ　２６,０００円（そのままの状態）ーーー売り切れ多い
2.apple の整備品 ̶34,700円 (16GB) 
    （バッテリー外装新品）ー年明けてから在庫なし
3. ドスパラ　air2 １６GB 36,000円（やや不安）
4. ソフマップ　37,800円（そのまま ｠air2 celllura モデル）
5. Air2 新品 32GB ̶42,800円 ( 一つ買うのに１週間待ち )

昨年まではどの方法でも在庫が結構あったのですが、今年に入ってから急激に在庫
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がすくなくなりました。

私の理想は２の apple 整備品で全て揃えるのが理想だったのですが、３週間待って
も１台も出ず。（↓こういうサイトがあります）

apple が在庫を隠しているのではないかと疑い、apple store 栄の法人担当に話を
聞きに行きました。

要約
・法人ルートで買う 
50万以上で大きな割引
ただ、出荷日が約束できない。 
今 2～三週間 --- ３ヶ月待つことも 
あと、一括振込かクレジットカードしか選択できない。 
普通に銀行行ってローンを使え 

・店舗ルート 
店舗の在庫から、 
いっきに10台とかは店頭在庫がないので無理。 
１０万以上から割引がある。 
オリコのカード割引は使えそうだが、あくまでも 
個人に貸す出す方法なのであまり使えないかもと 

・個人ルート
普通にApple Store で一つずつなど買う。
割引は無しだが、オリコのカードローンは使える。
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ただ、複数は無理かも 

法人ルートで見積もりを出してみた。

大幅な値引きに期待していました・・・が・・・・

おお！　￥34,240新品なのに、整備品並みに安い！
でも、計算が合わんぞ。。。。。
御察しの通り、合計金額から、３４２４０円の割引でした。

１台あたり、約１，７００円の割引です。うーん。微妙
AppleCare 別だし。

現在考え中に至るということです。。。。。。。

報告書システム
最近は講師の先生とも直接話す機会がないのですが、この報告書システムにつ
いて前向きな意見をいただくことがあります。

1. リアルタイムにご家庭に情報を伝えられる。
他塾も含むめ、ほとんどは毎月まとめて報告書が多いです。
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まず振り返ってみたいと思います。
もともと、集合塾や学校でも授業の報告書がありません。
個別指導報告書は、全ての個別指導でやっていません。
（報告書を書く、チェックする、郵送するーーーこれが以外と大変です。教えるだ
けなら、もっと楽？楽しいと考える人もいるでしょう。）
ただ、個別指導の形態は、基本的に教室長一人に生徒が７０名いるなら、講師の
先生が１５名ほどいます。そのほとんどがアルバイトで大学生で週２－３回ぐら
いの勤務になります。報告書がなければ、授業の様子を教室長も把握することが
できません。
最近主流になってきた、巡回個別や自立個別は、個別指導と主張しながら、結局
は質問受け中心になるので、報告書を書くことができないと思います。（職員が巡
回しながら見るので報告書を書く時間がない）
個別指導報告書を毎回渡す塾もあります。複写式になっていて、複写側を切り取っ
て毎回生徒に持ち帰らせるシステムです。スクールワンの先生から見ると、すご
いなぁと思いますが、その複写式の報告書は２行ぐらいで宿題と授業の日付ぐら
いしか書かれていません。

ーーーーーそういう歴史の中で、個別指導の電子化とメール送信を行います。ーー
最初に書いたように、まずタブレットの購入資金が大変です。次にそのシステム
を入れるのがもっと大変です。外注でカスタマイズできないもので、例えば生徒
一人につき７００円ぐらい取られます。別で授業料を取るわけにも行きません。

ーーーーーその中で
システムは自分で内製開発して、タブレットはなんとか安く購入して、新しいサー
ビスを提供したいと考えています。副次的な効果として、正しい出欠管理ができ
ると考えています。今月は、フォレスタ以外のカリキュラムをどう登録していく
かのシステムのすごく細かい調整に時間が取られたので、お見せできる画面はな



10

オリジナルの記事です

スクラップ記事 私が普段ネットで見ている情報で気になっ

たものを

スクリーンショットしています。

以外とこのコーナーが一番人気がある。

先月ご紹介したインラーランキング１位になった

「無印　コットンウールストレッチあったか　クー

ルネック長袖シャツ」を買う機会があったので、

鈴鹿の無印で購入しました。

違うのを買ってしまいました。

ただ、綿 ,47%, アクリル ,28%, レーヨン ,19%, ポリウレタン ,6%,　と綿が多いので、結構痒くなったり

しませんよ。　どうやら、１位のは「女性専用ぽい」です。XL があるので、買おうと思ったら買えそうで

すが・・・（ネットで）

２回目大雪が降るかもしれないと

購入した雪かきセット。

無事？使われずに　春を迎えるの

か・・・・
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自宅のカーポートが破損して、カケラで車に傷が数カ所。大家さんに連

絡して、カーポート以外のところで少し不満があったところを直しても

らえることに。

車はタッチペンで塗ってとりあえず直します。

確かに構造上後ろの場所だけ、棒で支えがないですよね、。

↑CTY の北勢町阿下喜３０６号の

カメラですが、大丈夫？？？

←　「キン肉マン弁当」かまどや

ゆでたまごが入っていないぞ。

私はキン消し世代ではなく、ガン消し

世代でほとんどストーリーは覚えてい

ないのですが、右の「ゆでたまご」先

生は二人でされていたのを今回初めて

知りました。

１月校通信の今回載らなかった記事は

ホームページ載せてあります。



コツコツ読んで、教養アップ（特に若者？は花を知らない）
中学入試理科や国語でも（小説内に花が出ます）役立つかも。

今 月 の ア ー ト フ ラ ワ ー　　
第 37回 モクレン ( 木蓮 )

・花が紫色であることからシ (紫 ) モクレンの別

名もある。ハネズ、モクレンゲとも。

・昔は『木蘭』と呼ばれていたこともある。今日

ではらんよりハスの花に似ているのでもくれんと

呼ばれる。

・中国南西部は原産地。英語圏に紹介された際に

Japanese magnolia と呼ばれたため日本が原産

国だと誤解されている場合がある。

・北朝鮮民主主義共和国(北朝鮮)では国花に指定。

・葉は互生で広卵型、長さ8～10センチ。先は尖る。

花は濃い紅色、花弁 6. がく 3おしべめしべは多数

が螺旋状につき上品な芳香を放す。実は赤い。

・移植は困難であり株分けによって増やす。

花が咲いた写真、花がなく実だけの写真を。

ーーーーーーーーーーー

モクレン　一つ取っても面白いですね。
左の写真は本物です。

アートフラワーとは
私の母が毎月第１・第３月曜日に海蔵地区セン
ターで習っている。生地？を染色して、花を作っ
ています。

次ページの行ってきましたシリーズ（七尾城）
は多忙で休載です。
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オリジナルの記事です

・全問正解者にはポイントか文具プレゼント・外れた方も抽選でポイントプレゼント

クイズ（４問目だけホームページ (s1tomida.com) にヒントが載っています）

1. リニューアルし、ブログ購読してほしいホームページのアドレス http://（s1tomida.

com/）

2. iPad Air2 の 16GBを整備品で買うと税抜き値段が￥（34,700）

3. キン肉マン弁当で売りなのはカラアゲと（ ）の強力タッグ

4. 信用してはいけない選手権で、宿題やったけど、（家に忘れて来た）。

アンケート　下記で興味があったものに○を振ってください。

2 ブログを購読してみませんか？（s1tomida.com）
6 KPsystem- 続！報告書電子化と ipad が買えない・・
10 スクラップ記事
12 昨年の校通信
13 今月のアートフラワー　　第 37回 モクレン ( 木蓮 )

14 アンケート＆クイズで文具をプレゼント

その他気になっていることなどあればご記
入ください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

----------------------------------------

生徒名（　　　　　　　　）　教室名（　・富田・川越富洲原　）　

記入者（本人・父・母・家族で・その他（　　　）　）

締め切りは月末まで

アンケート＆クイズで文具
をプレゼント

この校通信を家族みんなで食事の話題にしてほしいです。講師の先生も回答OK（未

だ０人）


