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「やる気、本気アップ講座」
合格達成セミナー合宿

参加前と参加後の模試点数の比較

〜マンガテキストを４回以上読んだ４人の成績向上の証明〜
合格達成セミナー合宿※に志共育（マンガテキスト）
が導入されたのは、2017 年度に実施された合宿
からです。ここでは、
２年間分
（2017 年・2018 年）
の合宿参加者の数値をもとに志共育（マンガテキスト）
の有効性を検証しました。

ー 参加者の成績向上事例 ー

マンガテキスト導入後の 2017 年度から

志 面白いゲームを作るゲームクリエイターになり、
世界中の人に毎日楽しめるゲームを作ること。

２年連続 中学入試全員合格！

成績向上データ

世の中の人が、楽しく遊べるようにするために、

74

成績向上データ

点アップ！

合宿参加者

T・O さん

◆マンガテキスト 通読回数：５回
◆模試得点（理科） 参加前 23 点 参加後 84 点

志

のべ
１１４校
制覇！

理科

◆進学校：洛北高等学校附属中学校

合格率調査（第一志望合格率）

★5 回以上読んだ生徒の合格率は
12 名中 10 名が第一志望中学校に合格 83.3％）

A・N さん

◆マンガテキスト 通読回数：４回
◆模試得点（理科） 参加前 16 点 参加後 90 点

★2017 年度 → 25 人全員 のべ 61 校
★2018 年度 → 22 人全員 のべ 53 校

マンガテキスト読書回数による

合宿参加者

世界中の人が幸せになれる社会をつくるために、
患者を笑顔にできる医者になって、持病やけが
で困っている患者を全力でミスのないオペで助
けること。

61

理科

点アップ！

◆進学校：東山中学校 ユリーカ

★マンガテキスト読書回数による第一志望合格率
100%

80%

読書回数
5 回以上

60%

83.3%

40%
読書回数
4 回以下

20%

↗

0%

37.1%
第一志望校合格率

※合格達成セミナー合宿
毎年お盆の時期に石川県の能登島で行われる小学６年
のための合宿。
自分に打ち克つ方法を身につけるため、
厳しいプログラムに臨みます。
2017 年から初めて志共
育マンガテキストを配付しました。
※現在は、
塾内にて第一志望校の合格可能性が 20%
以下かつ、
成績が伸び悩んでいる塾生が参加しています。

すべて志から。

なりたい自分も、
理想の未来も

2018 年度 成基学園 27 教室とゴールフリー 80 教室で
成績向上・志望校合格のための「やる気、本気アップ講座」
（志共育）を実施！
既に 5,000 名以上（2019.11.25 現在）が受講しています！！
成基学園

ゴールフリー

高槻

知求館

中学３年生

高校１年生

教室

教室

つじた

まつもと ゆめか

瑞光中学校

みきお

辻田 樹生さん

松本 夢夏さん

山城高校

\ 松本さんの志 /

\ 辻田さんの志 /

貧困や難民が多い今、そんな人達を支援してい
ずれこの世界からそんな人がいなくなるように
たくさんの人を助けることです。

助産師になり、出産や赤ちゃんのことで不安
のあるお母さんたちのサポートをし、安心し
て子育てができる社会にしていくことです。

●松本夢花さんコメント

●辻田樹生さんコメント

①志を立てた、その動機は何ですか？

①志を立てた、その動機は何ですか？

小学校５年生の時に職業体験に行き、色々な職業の方にお話を
聞いたり質問したり、実際に体験したりしました。その中で、
助産院での命の尊さや、赤ちゃんの誕生に感動したからです。

志の講座を受けて、自分の志というものを考えるきっかけがで
きて、今の自分に何ができるのかということを考えてみると、
困っている人を少しでも助けたいとなりました。

②志共育講座の中で印象に残っていることを教えてください。

②志共育講座の中で印象に残っていることを教えてください。

自分に合う職業を見つけていくところが印象に残りました。
冊子を使い、自分自身の性格や興味のある職業の中から天
職を探していく過程は、とてもドキドキしたり、ワクワク
しました。

志の講座を受ける前は志と夢は同じようなものだと思って
いたけれど、受けたことでその違いを理解することができ
たことです。また、友達と志を共有し合うことができたこ
とです。

③志共育講座を受ける前と受けた後の違いを教えてください。

③志共育講座を受ける前と受けた後の違いを教えてください。

将来なりたい職業を実現するために自分はどうすれば近づ
けるのかを考え、苦手な科目を克服する努力をするように
なりました。また目標を実現するための志望校を選ぶよう
になりました。

まずは自分の志をたてることができたことが良かったと思いま
す。また、その志を実行するために日々の行動を考えるよう
になって、多くの事が実現できたところが良かったです。

点ップ！

◆受講前と受講後の変化

※受講前 → 受講後

１学期中間：425 点（１教科平均 85 点）
学年末

22

: 447 点（１教科平均 89 点）

５教科

点ップ！

★テスト結果、内申共に毎回アップで第一志望校に合格！

◆受講前と受講後の変化

※受講前 → 受講後

・やる気

6 → 10

（10 段階）

・やる気

5→8

（10 段階）

・勉強集中度

5→ 9

（10 段階）

・勉強集中度

5→8

（10 段階）

・勉強時間

1.5 時間 → 3 時間（１日平均）

・勉強時間

1 時間 →3 時間（１日平均）

成 績 向 上 データ

39

５教科

◆定期テスト ５教科点数

中３時のデータです
※

第２回 : 424 点（１教科平均 85 点）

成 績 向 上 データ

第１回：385 点（１教科平均 77 点）

中２時のデータです
※

◆S テスト ５教科点数

講座受講後アンケートでは

９０％以上の満足度！

Q.「やる気、本気アップ講座」を通じて子供達がどう
変わったと思われましたか？
A.志が明確になって、
「自分をもっと鍛えないといけない！」とみ
んなが感じ始めました。今までは何となく勉強をしてきた子も
いましたが、勉強の目的に気付き、前向きになったように思い

8%

1%

ます。そんな子どもたちに頼もしさを感じ、私自身もワクワク
しています！

Q.「やる気、本気アップ講座」の意義をどう感じましたか？

15%

A.無目的な勉強や選択はいずれ限界が来るんです。自戒の念を
込めてなのですが。ですので、将来を考えて、こういう志がある

76%

から今の自分はこういうことをがんばるという勉強が子どもたち
の幸せにつながると考えています。その根本を探求する意義は大
きいと思いますよ。

満足 76%

どちらでもない 8%

やや満足 15%

やや不満・不満 1%

●「やる気、本気アップ講座」を受けた感想
Q.「やる気、本気アップ講座」の中でためになったことは？
A.雑誌編集者になることで人々にどのように貢献できるかを
しっかりと考えることができ、ためになった。
（中３女子）
A.自分の志が明確に分かったこと。
（小６男子）
A.自分の長所・短所について考えたこと。
（小６女子）

- 保護者様の声 ◆志を明確に持つ事はまだ早いようにも思っておりましたが、子
供が時々家で自分が将来何になりたいかを考えているのを見

「やる気、本気アップ講座」

講師の所感

ると、大切な事なのだと思ってきました。
（小５）
◆成基学園への通塾によって、子どもが将来の夢や志を立て
ることができたのは何物にも替えがたい宝だと感謝してい
ます。
（小４）
◆受験だけではなく、将来を見据えて取り組む姿勢が身に付き、
結果勉強に対するやる気につながっているようです。
（中３）
◆なぜ勉強するのかという根本について考える機会ができたこ
とを喜んでおります。また、夏の合宿では、同志たちと集中し

滋賀地区 第３エリア
塾長 岡崎一平

Q.「やる気、本気アップ講座」を担当して、一番印象に
残ったことは？
A.志の一文の発表の場面ですね。子どもたちが創った志を聴い

て、本当に一人一人にそれぞれの志があることを強く感じま
した。そして志を仲間に伝えることで、自分にとっても仲間に
とってもパワーを増幅していることがとても嬉しかったですね。

て勉強することでこれまでなかった「本気のやる気」が芽生え
たように感じております。
（中３）
◆子供自身で夢や志、それに向かって今すべきことを考え、
合格達成へと繋げてくださる講座で、感銘をうけました。子供
も授業を受けて将来についてよく考えるようになり、中学受験
を乗り切る糧になっていると感じています。
（小６）

