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指導バイブル

高倉塾の先生として、かつ責任ある仕事をする人として、理解すべきことを理解しましょう。

次のページから、STEP BY STEPで確認していきます。自分の指導が適切かどうか、丁寧に
確認してください。 

あなたは、生徒にとって最高の先生でしょうか？成績アップに貢献できていますか？

「担当生徒の成績を上げる」

そのための指導マニュアルです。
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知っておくべきこと！

マニュアルの前に……、知るべきことをチェック！

さぁ、あなたは生徒の担当です。生徒の成績が上がるかど
うかは、あなたの腕にかかっています！ 

そのためにまず、生徒やテストについて知っておくべきこと
を確認しましょう。 
生徒についての以下、スラスラと言えますか？ 
これを理解した上で、マニュアルに進むこと！

No チェック チェック項目

1 生徒のフルネーム、漢字で書ける？

2 前回テストの点数は何点だった？

3 過去最高点は？

4 2人で共有している、次の目標点は？目標評定は？

5 志望校のレベルは？

6 部活や趣味、将来の夢は？勉強以外のこと、どれくらい知ってる？

7 生徒の学力的な課題は？

8 生徒の精神的な課題は？

9 保護者アンケート、何を書いていた？生徒へのどんな思い？

No チェック チェック項目

1 学校の授業は、今どこまで進んでる？具体的に言える？

2 定期テストは何月何日から？

3 担当教科は、テスト何日目？

4 テスト範囲はどこからどこまで？予想もできてる？

5 担当している生徒のテスト問題の傾向は？どんな問題が出る？

左は、生徒について。 

生徒について細かい数字
まで知らなければ、適切
な指導はできません。 

隅々まで知らなければ、
その生徒にとって最高の
先生になんて絶対になれ
ません。 

すぐに答えられるように
日々意識を高めましょう。

生徒について

テストについて

分からないところは、さぁ今スグに情報収集！！！ 
あなたが仕掛けないと、生徒は永遠に変わりません！

左は、テストについて。 

あなたに期待しているの
はは、生徒のテストへの
姿勢をサポートすること。

なら、左の項目は全て、
知ってなければおかしい。
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指導マニュアル

生徒の成績を上げるのは、決して簡単ではありません。 
担当先生が、やるべきことをぬかりなく入念に積み重ねた結果、やっと生徒が成長
します。そこで初めて、あなたの仕事が認められます。 

成績向上のため、まずはチェック項目をカンペキに押さえた指導をすること。 
曖昧なところが無くなるまで、何度も読み返し、生徒に貢献しましょう。

必要な情報は、教室後ろの資料や、生徒個別ファイルに全て揃っています。志望校など不明なものは、
本人にさりげなく聞き、相談に乗りましょう。また、目標点と目標評定も生徒と一緒に決めること。

SSTTEEPP  00

仕事に入るまで
ステップ0は、仕事に入るまでの前提条件。
準備もなしに、いい仕事なんてできません。

STEP 0 仕事に入るまで
手順 チェック チェック項目

1 前ページの「知るべきこと」がカンペキに頭に入っているか？

2 今日の単元の教え方、イメージできているか？

あなたにとって簡単でも、生徒に分かりやすく教えられるかは別問題。Slackにデータをアップしてい
るので、不安な単元は事前に確認しましょう。 
教え方が難しそうなら、「この単元、どんな風に教えているか」を他の先生に聞いてみましょう。 
教え方一つで、生徒の理解は驚くほど変わります。

手順 1.  

前ページの「知るべきこと」がカンペキに頭に入っているか？

手順 2.  

今日の単元の教え方、イメージできているか？
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SSTTEEPP  11

入室～授業前
ステップ1は、教室に入ってから、
指導に入るまでの確認事項！

手順 3.  

笑顔で大きな声で、生徒に挨拶ができているか？

あなたの担当生徒は、学校や部活でいろんなことがあった後、それでも塾に来てくれたのです。 
だからこそ、こちらは元気な挨拶で応えましょう。 

担当生徒も初めて見る生徒も関係なく、笑顔で挨拶し、生徒を明るい表情にできる人こそ、素晴らしい
先生です。仕事を楽しく、やりやすくする大切な第一歩。 

ドアの前で戸惑っている生徒が見えたら、ドアを開けて歓迎してあげましょう。安心するはずです。

手順 4.  

小テストの準備はできてる？印刷して机の上に伏せるまで。

小テストは成績向上の生命線です。小テストのクリアなくして成績向上はありえません。 
生徒ファイルを確認し、その範囲の小テストをパソコンからコピーしましょう。 

そして、担当生徒の机の上に伏せておき、万全の状態で生徒の来塾を待ちましょう。 
もちろん、担当生徒が来てくれたら、笑顔で手を上げて案内してあげて！

STEP 1 入室～指導前
手順 チェック チェック項目

3 笑顔で大きな声で、生徒に挨拶ができているか？

4 小テストの準備はできてる？印刷して机の上に伏せるまで。

やっぱり、授業が始まる前の準備とか明るさで、いい先生かどうかがホントに分かります。 
私たちも楽しい職場にしなければならないし、生徒にとってもパッとした気分になれる教室にしなきゃ
ダメ。成績を上げるには、気分を高めさせて前向きな気持ちで勉強させないといけないのです。 
それ、100%先生の仕事ですよ。
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SSTTEEPP  22

授業中にやること
ステップ2から、指導を開始してか
らの注意点です！

手順 5. 　宿題のチェックはできているか？

手順 8.　授業は、学校授業より早く進んでいるか？

個別指導塾は、学校授業より早く単元を進めなければなりません。学校に先をいかれると、成績はほ
ぼ確実に伸びません。初見の問題は何としてでも塾で教え、学校授業が分かりやすくなるようにして
ください。学校授業より遅くても平気になってしまうと、その生徒は終わりです。

ベルが鳴ったらすぐに小テストです。その間、宿題を提出させ、必ずファイルにチェックを入れるこ
と。丸つけまでが宿題です。2回連続の未完成は必ず居残り宣告を。 
小テストを待っている間は、「ここが分からなかったのか。」「ここ、もう一回教えなきゃ」という
部分を細かく見ておいてください。放っておくと、成績が下がります。教え直すこと。

手順 9. 　小テスト結果、2つのファイルに書き込んでるか？

最初にやった小テストは、授業終了5分前くらいに返却されてきます。担当生徒の点数やクリア情報を、
紙のファイルと赤のファイルの2つに書き込むこと。 
小テストは全ての単元、テストまでに合格させてください。全てです。

手順 7.　各種進行表のチェックは絶対に忘れない！

毎日記入が必要なものは「①報告書」「②学校ワーク進行表」「③小テスト合格表」の3つです。③は
2つのファイルに記入必要なので忘れずに。これを忘れている場合、その生徒の成績は上がりません。 
忘れるということは、先生が何も管理していないということ。成績は落ちる一方です。

手順6.　各種進行表に、学校進度とテスト範囲を書き込む！

「担当生徒の成績を上げる」ことを意識して仕事をするならば、「テスト範囲」「学校進度」が
気になって仕方がないはず。これを毎回確認し、赤線で各種進行表に日付を書き込むこと。 
これができていれば、テストまでの期間を計算し、適切に授業リズムを作れるはずです。
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STEP 2 授業中にやること
手順 チェック チェック項目

5 宿題のチェックはできているか？

6 各種進行表に、学校進度とテスト範囲を書き込む！

7 各種進行表のチェックは絶対に忘れない！

8 授業は、学校授業より早く進んでいるか？

9 小テストの結果、2つのファイルに書き込んでるか？

10 宿題を出しているか？

11 次回小テスト範囲、予告しているか？

12 報告書に必要事項を記載しているか？

手順 10. 　宿題を出しているか？

当然ですが、定着のために「今日教えた部分」の宿題を出さないといけません。 
PCから出力してプリントにできるものは、プリントにして出すこと。 
宿題が明確に分かるように、生徒にしっかり伝えること。当然、必ず宿題をやるように強く伝えること。
次回に「宿題どこか忘れた」のような言い訳をされるのは、曖昧な先生の責任です。

手順 11.　次回小テスト範囲、予告しているか？

小テストは、生徒に必ずクリアさせなければならないもの。「クリアする」という強いメッセージを伝え
るためにも、「どこが小テスト範囲か」を明確に伝えることを忘れずに。 
小テスト範囲を曖昧にすると、生徒に「クリアできなくても当然」という気持ちを作ってしまいます。 
やるべきことを確実にできる人に成長させなければなりません。クリアするように声掛けすること。

手順 12.　報告書に必要事項を記載しているか？

生徒別の紙ファイルに、報告書があります。それに日付、教科、本日進んだページ、宿題を必ず記載する
こと。急用などで代講先生が見てもハッキリ分かりように書くこと。ページ数だけでなく、テキスト名ま
で。

以上、手順12までが、毎回の授業の大まかな流れです。
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SSTTEEPP  33

その他の重要事項
ステップ3は、絶対に忘れちゃダメ
なことがたくさん！

確認 1.　入退室カードの確認！

入室時と退室時に、生徒には入退室カードを使ってもらってます。これを忘れると、保護者の方が心配しま
す。生徒が忘れることもあるので、小テスト開始前に「カードやった？」と必ず確認を！

確認 2.　遅刻＆忘れ物ゼロに！

遅刻と忘れ物、これを放っておくと本当に成績上がりません。「別に遅刻してもいい」と思っている生徒
もいます。「遅刻していい」と思わせてしまうのは、先生の指導失敗……と思いましょう。忘れ物も。 
叱るだけじゃなく、伝え方を工夫して無くすこと。それが先生の手腕。

確認 5.　Slackへの報告、絶対に忘れない！

生徒の情報ツールとしてSlackというアプリを使っています。今日の生徒の様子、ニガテだった分野な
ど……、必要な情報は毎回必ず書きましょう。その日中に書くように徹底すること。

STEP 3 その他重要事項
確認 チェック チェック項目

1 入退室カードの確認！

2 遅刻＆忘れ物ゼロに！

3 学校ワーク、テストまでに3回いけるか？

4 次回小テストをクリアできるように教えているか？

5 Slackへの報告、絶対に忘れない！

確認 4. 　次回小テストをクリアできるように教えているか？

教えていれば、「◯◯君、この部分間違えそう」「この問題は注意」といったことが分かるはず。
そして、今日に教えているところは、自習の小テスト範囲。小テストでクリアできるかどうかが、
成績向上の分岐点です。絶対、「来週の小テストで満点とってもらう」つもりで教えること。

確認 3. 　学校ワーク、テストまでに3回いけるか？

これ、めっちゃ大事。公立中の生徒は特に、学校ワーク3回を死守すること。一日に3回はダメ。数日空け
て3回です。一通りテスト範囲まで進んでから折り返すイメージ。これが授業の生命線。 
フォレスタで概要を説明してから、ワークに進むのが定番。3回に余裕が出たら、フォレスタも解く。 
テスト範囲、日程を把握した上で進行ペースを考えないと、絶対に達成できません。真剣にやること！
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SSTTEEPP  44

テスト直前、テスト直後

ステップ4は、テストが近くなれば
意識すべきこと！

手順1　キーワーズテストをクリアさせているか？

数学と英語ともに、フォレスタ裏とクリアテストに「キーワーズテスト」があります。 
これ、非常に効果的で、大切な単元。生徒によってはここまで到達しませんが、スラスラ進める生徒なら必
ず3回やってクリアさせてください。PCのクリアテストから印刷できるようになってます。 
それを「学校ワーク進行表」に書き込むなどして、回数を管理すること！

手順2　自習への声掛けをしているか？

生徒によっては、「このままではテストがマズイ」という状況になります。もし授業のみでカバーできな
いなら、絶対に自習に来るよう声掛けしてください。「安全圏まで進められず、自習にも声掛けできな
い」ということがないように、真剣に指導を行っていきましょう。

手順3　クリアできそうにない場合、報告しているか？

「学校ワーク3回」などの基準に遅れが出て、テストに響きそうな場合は、自習への声掛けだけでなく、
必ず教室責任者に早めの報告をすること。早めの報告なら、授業のない日や土日に対応できます。 
報告しないと、絶対に成績は下がります。担当先生は責任を持ちましょう。

手順4　定期テスト結果を用紙に書いているか？

テストが返却されたらその日に、「テスト報告書」に点数(平均点も！！)を書いてもらい、先生がその数
字を紙ファイルにある点数表に書き込み、合計点も書くこと。(生徒に書かせてもよい。) 
テスト返却前に、「平均点もメモしとくこと！」を必ず伝えること。

STEP 4 テスト直前、テスト直後
手順 チェック チェック項目

1 キーワーズテストをクリアさせているか？

2 自習への声掛けをしているか？

3 クリアできそうにない場合、報告しているか？

4 定期テスト結果を用紙に書いているか？
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STEP 0 仕事に入るまで
手順 チェック チェック項目

1 2ページ目の「知るべきこと」がカンペキに頭に入っているか？

2 今日の単元の教え方、イメージできているか？

STEP 1 入室～指導前
手順 チェック チェック項目

3 笑顔で大きな声で、生徒に挨拶ができているか？

4 小テストの準備はできてる？印刷して机の上に伏せるまで。

STEP 4 テスト直前、テスト直後
手順 チェック チェック項目

1 キーワーズテストをクリアさせているか？

2 自習への声掛けをしているか？

3 クリアできそうにない場合、報告しているか？

4 定期テスト結果を用紙に書いているか？

STEP 3 その他重要事項
確認 チェック チェック項目

1 入退室カードの確認！

2 遅刻＆忘れ物ゼロに！

3 学校ワーク、テストまでに3回いけるか？

4 次回小テストをクリアできるように教えているか？

5 Slackへの報告、絶対に忘れない！

STEP 2 授業中にやること
手順 チェック チェック項目

5 宿題のチェックはできているか？

6 各種進行表に、学校進度とテスト範囲を書き込む！

7 各種進行表のチェックは絶対に忘れない！

8 授業は、学校授業より早く進んでいるか？

9 小テストの結果、2つのファイルに書き込んでるか？

10 宿題を出しているか？

11 次回小テスト範囲、予告しているか？

12 報告書に必要事項を記載しているか？
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～最後に　高倉塾の考え方～

強い自覚と責任を持って指導をすること。

あなたには、「生徒の将来を左右する重大な仕事についている」という自覚を求めます。 
生徒とその保護者は、「成績をなんとかして欲しい」「成長できる場を提供してほしい」といっ
たSOSのメッセージとして、高倉塾へ高い月謝を払い、入塾させているのです。 

その月謝から給料をもらっている以上、あなたにはその気持ちに応える義務があります。単に「塾
でバイトしてる」という認識では、それに応えることなど永遠に不可能です。 

思い当たるはずですが、中高生の時期に出会った塾の先生は、その後の人生に強い影響力を与
えます。学歴もあり、誠実な人間性を持つあなたなら、その期待に応えられるはずです。

ルールは勝手に作ってよし。生徒第一に考えること！

マニュアルを守ることは必要ですが、マニュアルを破ることも必要です。 
担当生徒は人間であり、マシンではありません。マニュアル通りに入力すれば、期待した結果が
スムーズに出る…というわけではありません。 

だからこそ、担当であるあなたが細かい違いを察知し、工夫した指導を生徒にしないといけま
せん。もし、保護者の方に「うちの子には、どんなことを意識して指導してくれてるの？」と聞
かれた時、スラスラと答えられるプロ精神が必要です。 

そのために担当生徒と話し合い、新たなルールを作ったり、ルールを削ることも考えましょう。
常に生徒第一に思考し、実行しましょう。それこそ高倉塾の先生です。

北風よりも太陽になること。

2500年くらい前にイソップという賢い奴隷は、「北風と太陽」という話をしました。 
旅人の服を脱がせる勝負をするとき、北風は風を起こしてムリヤリ脱がせようとしましたが、
旅人は堅くなにガードし、失敗。逆に太陽はポカポカした暖かさで、旅人に服を自発的に脱が
せたのです。 

全て勉強も、自発的にやる気持ちにしなければ効果は出ません。北風のような指導には何の試
行錯誤も必要なくラクですが、効果はありません。「勉強やれ」ムリに言ったって誰もやりま
せん。太陽のように「自発的に取り組ませる」には知恵や工夫が必要です。 

あなたには、勇気づけたり親身に相談するなり、何とか太陽になる努力を求めます。 
だからこそ、ビシっと伝えるときに効果も出るわけです。

「成績を上げる」という仕事が確実にできるよう、日々指導のクオリティを高めること！


