
エドケン

学習
    毎年、「勉強をがんばる」「成績をあ
げる」と思いながら、結局 2月の定期
試験の勉強すらいつもの一夜漬けに
なってしまう。 それは自分に合った方
法が選択できていないからです。

　勉強の原則は本当にシンプルです。
まずは原則を知り、自分ができること
は何かを把握してください。
　「厳しい勉強メニューをこなさない
と頭は良くならない」「ハードな勉強
は嫌だ」と多くの生徒が感じていると
思いますが、そんな過酷な勉強は必要
ありません。誰でももっと簡単に勉強
ができるようになる方法が一つだけあ
るのです。その方法とは・・・「毎日
勉強すること」です。
　
　「短時間で済む」「一発逆転」「突貫
工事系」の勉強方法は、いったん白紙
にして下さい。短時間で勉強や課題を
達成しようとすれば、当然勉強メ
ニューは厳しく辛いものになります
し、短期間で学んだものは忘れるのも
早いですから、身に付きません。挫折
にまっしぐらです。

　1カ月の勉強内容を1日で終わら
せようとするのではなくて、ちゃん
と1カ月かけて勉強すれば良いので
す。高校入試の学習範囲なら、中学
校の 3年間があれば学習時間に余裕
があるように設定されています。
    もし、「もう試験日まで 3日しか
ない」というなら、試験範囲を完璧
に学習することはあきらめて、3日
間で自分ができることだけを一生懸
命するしか方法はありません。そし
て、この結果は 3日分の努力で手に
入れられる課題だったということを
学習するのです。  
    
　20 点でも 50 点でも 80 点でも構
いません。何をしたらどんな結果
だったのか、それを認識し受け入れ
ることが「学習」であり、必要なこ
となのです。  
    
　あなたの成功の基準は、クラスの
平均点や偏差値ではありません。自
分がやろうと決めたことをできたか
どうか、その結果を受け入れられた
かどうか、なのです。

　　　　　　　江東区木場の江戸川英語研究所です。
　　　当塾では、【「できない」を「できる」に変える】をモットー
　　に、中高校生を中心とした少人数制の指導を行なっています。
　難しい英文読解や数学の問題を解いてみせて、教える側の「質」を
誇張するような塾ではありません。学ぶ側である生徒たちの「できない」
を「できる」に、いかに「スムーズに」「最小限の力で」変えることが
できるか真摯に 10 年間向き合ってきたのがエドケンです。「勉強」に
ついて悩んでいる生徒のレベルはさまざまです。「定期試験はできるが、
模試の問題が解けない」「もっと偏差値を伸ばしたい」「10 番以内に入
りたい」というような「動いている生徒」「やる気があり、勉強するこ
とに疑問を持たない生徒」の悩みでしたら、エドケンでなくても大手
予備校、個別指導塾、プロ家庭教師など選択肢は他にもあります。私
たちエドケンの特徴というのは、通常の受験指導だけではないという
点です。「勉強する意味がわからない」「挑戦するのが怖い」「自己否定
ばかりしてしまう」「自分は役に立たない人間だ」「なにをやっても自
分は結局できるようにならない」といったように、自分の力を信じる
ことができない子どもたちの悩みの解決につながるサポートを行いな
がら、最終的に継続力をつけ自分の力で勉強を成功させる、を可能に
する塾です。この特徴を生かし、昨年から、不登校を克服した生徒た
ちの勉強ギャップを解決するため、塾外から LINE で進捗報告や指導を
　行う LINE 学習を始めました。LINE 学習の詳細は裏面にありますが、
　　まずは勉強の原則からお話しさせて頂きたいと思います。
　　ここが「できない」を「できる」に、「動けない」を「動ける」
に　　　　に変えるための初めの 1歩となります。

1 勉強の原則はシンプル
　まず大人が先回りしないことです。
大人は聞き手にまわります。ささいな
事にでも耳を傾けてください。
ここで重要なのは、親を含めて私たち
大人の責任範囲は、環境や選択肢の提
供、毎日の声かけまでであり、数ある
選択肢の中から選び進んでいくのは、
子どもたち自身だということです。
　何を選択するのかは子どもにまかせ
ます。どれを選択したとしても、子ど
もの開く世界をまず受け入れること、
その後に、情報、環境、選択肢の提供、
声かけ、という繰り返しになります。
子どものことは「信じる、信用する」。
しかし「期待しない」ということも大
切です。「信用する」というのは、「必
ず克服できる、学習する力は十分であ
る」と子ども自身の力を信じることで
す。「期待する」というのは、「これく
らい普通だろう、これくらいできなけ
れば恥ずかしい、これはできて当たり
前だ、こんなに説明しているのだから
理解できるはずだ」というように、大
人の基準からものごとを「予想」する
ことです。こういう「期待」はイライ
ラの元凶です。どんな選択肢を子ども

が選ぼうとも、受け入れ、応援する
という心構えを忘れないでください。
　「期待」と「信用」については、子
どもの勉強への取り組み方に対して
どう接するかということにも言えま
す。1回しか音読しない、見直しをし
ない、復習をしない、という子供の
勉強方法を変えたいとき、大人が先
回りしてはうまくいきません。「繰返
しをしないから」「復習をしないから」
「勉強時間が足りないから」といくら
理由（大人の予想）を並べて説得し
ても、子どもは言うことを聞いてく
れません。子どもの力や優しさ、可
能性を信じて、「この点数で本当に満
足しているのか」「今自分は幸せだと
思っているのか」「できることは本当
にそれだけか」そういう質問（声かけ）
をしながら、その子の取りたい選択
肢を一緒に考える努力をすることが
大切です。それから先、選び進んで
いくのは子どもの責任、そこまでが
大人の責任だと思います。この繰返
しの中で親子は共に成長していきま
す。

５　なにができるようになりたいか

　「自分の現状」について、生徒自身
が考えることも大事ですが、親が子ど
もの状態を理解してあげることは、彼
らの勉強の成功にとってなくてはなら
ない要素だと思います。
　子どもを理解してあげるときに、ヒ
ントとなるのは、「できない」は「や
りたくない」ではないということです。

　「この子は、テコでも動かないんで
す」と、相談を受けることがあります。
大人たちは、その子の将来を心から心
配しその子を動かそうと必死になりま
すが、その前にもっと大切なことがあ
ります。
　まずその子の「慎重型」の性格に気
づくべきなのです。外見は、意思表示
の強い、こだわりを持った子のように
思われますが、実は内面はとても繊細
で臆病、冒険ができない、恥をかきた
くない、といった慎重型ということが
多くあります。
　こういう場合、「やろうよ！」「やっ
てみようよ！」といくら誘っても、声
をかけても、うまくいきません。　逆
に「不安なんだね」「怖いんだね」と

先回りをしても、図星のことに関し
ては余計に意固地にさせてしまうだ
けです。
　さらに多くの場合は「自分に厳し
い」のです。できなかった自分に否
定的な感情を常に抱いていて、たと
え何かが上手くいっても自分を認め
ることができません。常に自分より
優れた相手を立てて自分を追い詰め
否定しています。

　こういう場合、この子に代わって、
私たち周りの人間が、その子のやっ
ていること、やってきたこと、頑張っ
ていること、素質、性格を肯定し続
けてあげる必要があります。
　毎日毎日、この子の行動に目を向
け、できていることを肯定し伝え続
けます。そうしているうちに、自己
否定の感情が薄れ、自分で自分を認
めることができるようになります。
　自己肯定ができるようになれば、
エネルギーがどんどん湧いてきて、
「スタートする」という地点から「継
続」の道へと歩を進めることができ
ます。

４　「自分の現状」と親がすべきこと　

　これはアメリカの神学者ラインホル
ド・ニーバー（1892-1971）が作者だ
と考えられているオリジナル版の言葉
です。自分なりに生活を見つめ直し、
新しいライフスタイル、勉強スタイル
を確立していこうとするとき、この考
えは本当に重要になってきます。
　勉強する暇がないと思っている生徒
たちにとって、「部活が忙しくて勉強
する時間がない」「断れない友達付き
合いが多い」「委員会や放課後の雑務
が多すぎる」「学校が遠すぎる」「ゲー
ムの方が楽しい」というのは、本当の
ことだと思います。これを無理やり変
える必要はありません。
　しかし、一度自分に問い返してみて
　

ください。勉強を本当にやりたくな
いですか？本当に勉強する時間がな
いですか？あなたのやりたいことは、
本当にゲームだけですか？
　勉強や成績を上げることは、あな
たが思っている以上にシンプルです。
そのことを知り、シンプルに考える
ことができれば、選択に迷わなくな
ります。たった 5分間のノートの見
直しだけでも頭は反応してくれます。
人生に正解はありません。しかし、
勉強への取り組み方には正解があり
ます。「自分の現状」「なにができる
ようになりたいのか」「どうすればで
きるようになるか」この３つを明確
にしましょう。

３　変えることができる事柄から変える

　部活動や習い事などで忙しい生徒
に、毎日 3時間の家庭学習をしろと
言っても絶対に続きません。そのため
に学校に行くのをやめる？部活動をや
める？それは本末転倒です。
　ゲームをしたい？しましょう。カラ
オケに行きたい？行きましょう。ダラ
ダラしたい？だらけましょう。それで
も勉強のできる人になれます。
　「人生は選択の連続だ」とよく言わ
れます。勉強をできるようにすること
もまさしくそうだと思います。学校に 
「行くのか」「行かないのか」。授業を「ま
じめに聞くのか」「聞かないのか」。分
からないことを「質問するのか」「し
ないのか」。無数に存在する選択の結
果としてしか、現在のあなたの勉強で
きる程度、学力、成績というのは存在
しないのです。

1.01 の法則　1.01　 = 37.8 
0.99 の法則　0.99　 = 0.03 
毎日は、選択の連続です。少しずつ頑
張れば大きな力になります。少しずつ
さぼれば、やがて力がなくなってしま
うのです。

２ 自分に合う選択をする

英語（原文） 日本語
God, give us grace to accept with 
serenity the things that cannot be 
changes, 
Courage to change the things 
which should be changed, 
and the Wisdom to distinguish the 
one from the other.
出典：Reinhold Niebuhr (Ed. by Ursula M. Niebuhr), "Justice and Mercy", Harper & Row, Publisher, 1974.

神よ、私たちに与えてください
変えることのできない事柄を冷静に受
け入れる恩寵を
変えるべき事柄を変える勇気を
そして「変えることのできない事柄」
と「変えるべき事柄」とそれら二つを
見分ける知恵を
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　部活が忙しい、やる気があまりない、
勉強が嫌い、効率が悪い、続かない、
という様々な問題を解決するために江
戸川英語研究所は、「反転学習」を応
用した家庭学習方法を提供します。

特徴①：
　一般教材の多くは、目から情報をと
ること、紙媒体を通して自らの意志で
理解をすすめていく形式になっていま
すが、江戸川英語研究所は、「耳と映
像から取り入れる」動画学習での音読
が基本です。

特徴②：
　1つの動画には１つの情報（要点）
となっていますので、混乱や飽きを最
小限にし、理解と継続を実現します。
また、基本中の基本（一番大切なとこ
ろ）を自然と繰り返すことができるよ
うに、問題演習と解説を工夫してあり
ますので、「暗記しなければいけない」
という恐怖感が軽減します。

特徴③：
　反転学習を応用して「家庭学習で基
礎→学校で応用」という学習方法を実
践・訓練できます。

家庭学習において、基本中の基本（最
も大切な部分）を、繰り返す。
　　　　　　　　↓
学校での授業理解が深まり、吸収率が
UPする。
　　　　　　　　↓
様々な効果・変化が現れる：
例えば、プラスαを学校の授業で手に
入れることができる、応用問題に取り
掛かるまでの時間を短縮することがで
きる、「わからないところ」＝「そこが
ミソ」という状態になる、積極的にな
る、など。

　基礎がしっかりしていれば、自然と
プラスαの質問となっていきますの
で、学校での学びの質が向上します。

６　どうすればできるか ８　LINE学習について

９　LINE学習のイメージ
　子どもたちは誰でも、自分が頑張っ
たことを誰かに伝えたい、見てほしい、
知ってほしいと思っています。それが
即時であればあるほど、子どもたちの
やる気と満足につながります。　
　LINE学習では、その日に頑張った
課題を、携帯電話で写真を撮り、決め
られた時間以内に送って報告する、と
いうルールになっています。
　どんなに少しでも、嘘偽りのない報
告をつづけることで、気持ちや行動が
変化してきます。時には勉強をまった
くしたくない、という日もあります。
そういう日であっても、「今日はどう
してもできません。お休みします。」
といった報告を必ずしてもらいます。
　この報告というのが、人間関係を構
築し維持するうえでとても大切なこと
だと知ってほしいからです。多くの生
徒の場合、勉強できない自分を心の中
で責めて自己否定をしていますので、
そういうダメで嫌いな自分を隠そうと
します。それが無視やスルー、無かっ
たことにする、といった行動で出てく
るのですが、報告することで、相手か
らの了解が発生し、自己否定を回避す

ることができるようになります。こ
れは実に大切なことです。自己否定
というのは、本当に厄介なもので、
勉強できなかった自分を嫌い否定し
続けると、勉強について考えたり、
取り組もうとすること自体が恐怖と
なり、どんどん勉強を避けるように
なります。深刻な場合、無気力となっ
てしまうこともあります。こういっ
た負のスパイラルに巻き込まれない
ようにするためにも、即時性の報告
がいかに大切かを理解してほしいで
す。
　LINE学習では、グループに参加
する方法と、個別で塾に報告する方
法と、どちらかを選択することがで
きます。

７　やったことを報告し合う即時性

学習教材
★紙媒体
眼のトレーニング
数字のトレーニング
点描写トレーニングなど多数

★動画
英語の教科書の和英文音読の動画
英文法・数学の動画
小学校、中学校で習う常用漢字の音読暗
記動画

学習費用
1か月1万円  / 1 週間体験 3千円 

体験学習をお申込みの方に、より詳しい
学習資料や効果の説明書をご用意してい
ます。
体験学習以降、継続をする場合は、スター
ト日をお知らせください。
週割にて対応させていただきます。

申込み方法
１　LINE ID の登録
メールにて LINE ID と合わせて、現在学習
状況や、課題などをお伝えください。学
習メニューを決定する際に、参考にさせ
ていただきます。

２　学習メニューの内容の相談、決定
お伺いした内容から、学習メニューを決
定し、お知らせします。

３　学習メニュー配信開始
お振込確認後に配信させていただきます。
勉強時間は自由です。課題が終わり次第、
LINE で報告してください。報告時間に制
限はありません。ただし塾からの解答と
メニューの配信は塾のオープン日に限定
させていただきます。
各日の学習メニューは、塾のオープン時
間（18 時）までに配信しています。

用事があるときや、体調の悪いときは、
お休みの報告をします。

●アルファベット、ローマ字が書けるよ
うになり、小学校の頃からやりたがらな
かった教科書の音読ができるようになっ
た。

●書いて練習したり、ノートにまとめる
ことを極端に嫌がっていたが、眼のト
レーニングや数字のトレーニングは抵抗
なく継続でき、忍耐力がついたのか、夏
休みや冬休みの単語練習を生まれて初め
て全部ノートに終わらせることができ
た。全部で 600 ほど書いた。

●ＬＩＮＥ学習を始める前は、宿題に取
り掛かるのがおそく、夏休みや冬休みの
課題などが終わらないと、学校に行けな
い、行きたくない、となっていたが、前
もって宿題にとりくめるようになり、テ
スト勉強も 2週間前くらいから意識する
ようになった。

●ＬＩＮＥ学習を始めると、眼トレや数
トレがきっかけとなり、音読をやりはじ
め、宿題やノート提出を頑張るようにな
り、目標の点数がとれた。

●勉強のことを気兼ねなく話題に出せ
るようになった。

●完璧主義な性格のせいで、すぐ中断、
いら立ち、ふてくされ、喧嘩、という悪
循環に悩んでいたところ、どんな声掛け
をしていますか？と丁寧に話を聞いてく
れた。 「きれいな字で書けたね」「ケアレ
スミスが少なくてスゴイね」「正確に計
算できているね」など、 勉強の内容に関
して褒めていることが原因だと気づけ
た。「時間になったらすぐにとりかかれ
てびっくりしたよ」「全部終わらせよう
と頑張ったんだね。おつかれ！」など、
内容以外の取り組み方に目を向けて声を
かけてみると、完璧主義が和らいで、す
ぐ止まることがなくなった。

●書くのが苦手なので、音読で学習する
ことができるところが良いと思う。

●「勉強できない時は、お休みの報告を
しなければならない」というルールのお
かげで、時間ギリギリではあるけれど、
毎日机に向かうようになった。

●漢字が苦手で小学校の漢字も不安だっ
たが、もどって音読することができ安心
した。書く練習がないので、抵抗感が少
なかった。今からでももどってできる教
材はありがたい。

１０　LINE学習受講者・保護者様のコメント

LINE学習のお申込み、1週間体験学習のお申込み、お問い合わせは
お電話　０３-６４５８ー８６２５
メール　info@edogawa-ei.com
へお願いします。

能勢
テキスト ボックス
１か月１万円～/１週間体験５千円


