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公教育の現場で“確かな学力の定着”を支援！ 

東京都足立区の小中学校教員研修に 

当社の『教師力養成塾ｅ-講座』が導入されました！ 
 
 この度、当社の eラーニング講座『教師力養成塾 e－講座』が、東京都足立区（以下「足

立区」といいます。）の全小中学校（１０７校）の初任者から３年目までの約 600 名を対象

とした研修に導入されることとなりました。 

  
当社は、首都圏難関中学・高校受験においてトップレベルの合格実績を輩出し続けてま

いりましたが、その原動力は、偏差値 40～50 台の「普通の学力の子ども達」をやる気にさ

せ、成績を伸ばすシステム・ノウハウにあります。その一つに、子ども達の学習意欲を高

め“学習する空間”を作ることができる教師を育成する研修システムがあります。『教師力

養成塾 e－講座』は、この当社独自のノウハウを体系化したもので、インターネット環境

があれば、いつでもどこにいても視聴が可能な映像に凝縮した e ラーニングと、e ラーニン

グで習得した知識や授業ノウハウを体得するための実践トレーニング（スクーリング）か

ら成り立っており、実践的な授業技術を、通勤や校務の隙間時間を活用して自主的に効率

よく、繰り返し学ぶことができる講座です。 
 
 足立区では、学力調査の結果を踏まえて、子ども達の学力向上を目指した施策が推進さ

れています。平成 26 年度においては、区内公立小中学校全 3,000 名の教員のうち、採用１

～３年目の教員約 600 名を対象に、「指導力向上」をテーマとした研修を実施することを重

点施策に位置付けています。その研修のツールとして、当社の『教師力養成塾ｅ－講座』

に白羽の矢が立ったものです。 

当社はこれまでも、足立区から「足立はばたき塾（成績上位で学習意欲も高いが、経済

的理由などで学習機会の少ない中学生を中心に参加を募り、民間学習機関を活用して勉強

会を実施する企画）」や「中学生補習講座」の授業を受託してまいりましたが、この度は、

教員研修の面からも、子ども達の学力向上の支援をさせていただくことになりました。 
 本契約は平成 26 年度単年度契約を予定しておりますが、継続的な教育訓練の必要性とい

う視点から、来年度以降も見据えたカリキュラムで足立区からのご期待に添えるよう取り

組んでまいる所存です。 
 
当社は、この度の足立区教員研修への導入を機に、『教師力養成塾ｅ－講座』が民間事業

者を活用した公教育機関の教員研修の新たなスキームとして、広く受け入れられていくも

のと期待しております。今後は、都内にとどまらず、全国の小・中・高等学校、教育委員

会等での『教師力養成塾ｅ－講座』導入を目指してまいります。 
教師の授業技術向上を通して、日本の未来を担う子ども達が質の高い授業を受けられる

ようにしたい－。そのような思いから始めた、『教師力養成塾ｅ－講座』が公教育、私教育

の垣根を越えて拡がっていくことで、社会への貢献を果たしてまいります。 
 



 
当社が提供する研修内容 

 

 
◆受講対象：足立区内小中学校配属教員のうち、初任者研修の受講対象となる 

採用１～３年目の教員約 600 名 
       
◆実施内容： 

①映像講座…当社『教師力養成塾ｅ－講座』の第１講座～第４講座を使用します。 
講座名 講座テーマ 主な内容 

第１講座 学習する空間作り 授業は始まりの３分で決まる！ 
第２講座 授業を開く 教師の熱を児童・生徒に伝える！ 
第３講座 授業を創る 教師の準備が学びを定着させる！ 
第４講座 やる気を引き出す 生徒のやる気に火をつける！ 

 
②スクーリング…映像講座で学んだ知識や授業ノウハウのポイントを確認する講義

を全教員対象に行います。各所属校での校内研修にて実地トレー

ニングを行っていただきますが、講座内容が体得できているかの

定着確認は当社インストラクターが担当する検定にて行います。

検定未修了者に対しては再検定やフォローアップ研修も行いま

す。年度末には研修を総括するだけでなく、次年度に向けたアド

バイスを講義します。 
＜第１回＞ 講義及び実践研修（全員） 

   ＜第２回＞ 検定による習得度確認（新規採用者） 
   ＜第３回＞ 検定による習得度確認及びまとめの講義研修（新規採用者） 
    
 ③ツール類の提供…研修効果をより高めるため、各種ツールを提供します。 
   ・受講生が作成する受講レポート 
   ・管理者が校内研修・授業観察で使用する授業チェック表 
   ・その他操作マニュアル等研修実施に必要なツール類 
 

◆研修期間：平成 26 年４月～平成 27 年３月 
      

 ※現在、足立区との契約手続きが進行中であり、契約開始日は４月１日の予定です。 
 

教師力養成塾ｅ－講座について 
 
「教師力養成塾ｅ－講座」の詳細は、別紙参考資料をご覧下さい。 
 講座内容の詳細はこちら http://youseijuku.jp 
                                    以 上 
 
 
 

＜本件リリースに関するお問合せ先＞ 
株式会社早稲田アカデミー総務部総務課  
電話番号 03-3590-4011（大代表） 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ soumu@waseda-ac.co.jp



 
 
 
 
 
 
 

進学塾                の授業ノウハウを凝縮した e ラーニング講座 
 

教師力養成塾 e-講座とは？ 

「教師力養成塾 e-講座」は，進学塾早稲田アカデミーの授業ノウハウを体

系化し，コンパクトな映像講義に凝縮した eラーニング講座です。 

教師の授業技術向上を通して，日本の未来を担う子どもたちが質の高い授

業を受けられるようにしたい－ そのような想いから早稲田アカデミーは

2007 年に教師力養成塾を開講し，当社の講師研修の核となる授業ノウハウ，

『学習する空間づくり』を公開しています。 

「教師力養成塾 e-講座」は，インターネット環境があれば 24 時間いつで

も視聴可能！１チャプター５分程度なので，「早稲アカの授業ノウハウ」を

通勤中や校務のすき間時間を使って短時間に効率よく，繰り返し学ぶことができるようになりました。 

 

講座案内 授業力向上に役立つ基本技術を４講座（各 25 分程度）に集約！効率的に学べます！ 

基本講座 CHAP テーマ 計 
1 学習する空間づくり 

2 挨拶で信頼関係を築く 

3 視線で心をつかむ 

4 単指示で行動を導く 

第１講座 
学習する空間づくり 

5 まとめ 

授業は始まりの３分で決まる！ 
児童・生徒の主体的・能動的な行動を促す指示，

単指示を中心に規律と活気がある授業空間を作

るための基本動作を学びます。 

 

1 授業を開く 

2 聴く姿勢を整える 

3 熱意を伝える 

4 約束を守り信頼される 

第２講座 
授業を開く 

5 まとめ 

教師の熱を児童・生徒に伝える！ 
児童・生徒の本気を引き出すには，まずは教師

が本気になること！教師の想いや本気を表現

し，日々の授業を活かすための基本技術を学び

ます。 

1 授業を創る 

2 目標で授業が決まる 

3 板書で授業を印象に残す 

4 宿題で学力向上を図る 

第３講座 
授業を創る 

5 まとめ 

教師の準備が学びを定着させる！ 

目標から逆算した授業計画と授業準備，板書案，

宿題活用等･･･授業で学習したことを児童・生徒

に定着させるために効果的な授業技術を学びま

す。 

1 やる気を引き出す 

2 確認の発問・思考の発問 

3 動機付けの演出 

第４講座 
やる気を引き出す 

4 モチベーション維持 

生徒のやる気に火をつける！ 
発問の使い分けや動機付けの演出等･･･児童・生

徒のやる気を引き出し，達成感を与え，やる気

の継続を図るために効果的な授業技術を学びま

す。 

■オプション講座として，保護者対応の留意点を学ぶスキルアップ講座とスクーリングがあります。 

オプション講座 形態 テーマ 時間 計 

スキルアップ講座 映像 
保護者対応編 

（応対・面談・保護者会）
29 分

保護者と信頼関係を築き協働するた

めの基本動作を事例映像で学びます。

スクーリング講座 通学 授業力向上実践講座 8 時間
映像講座で学んだ技術を体得するた

めの対面・実践トレーニングです。 



教師力養成塾 e-講座の価値 

首都圏難関校受験において，トップレベルの合格実績を出し続けている進学塾早稲田アカデミー。 

その合格実績は，入塾時に偏差値 40～50 台のいわゆる「普通の学力の子」達の成績を伸ばし，合格さ

せることで伸長しています。その原動力となっているのは，早稲田アカデミーで徹底して行われている

「普通の学力の子」のやる気を引き出し成績を伸ばす授業ノウハウ，「学習する空間づくり」を核とし

た講師研修です。教師力養成塾e-講座を活用することで，「本気でやる子を育てる」早稲田アカデミー

で創業以来培われてきた授業ノウハウを習得することができます。 

教師力養成塾 e-講座で学べる「学習する空間づくり」の

意図的に作ること

ノウハウ 

早稲田アカデミーでは，児童・生徒のやる気を引き出す「学習する空間」を

に長年注力してきました。実は「学習する空間」づくりは
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年齢や指導経験に関係ありません。そのポイントを理解し，実行するだけで

よいのです。 

【教師力養成塾 e-講座で学ぶ要点】 

＊ 教師が授業中の空気を瞬時に切り替える方法 

＊ 児童・生徒が自ら学び，考え，行動する力を引き出す指導

＊ 活気溢れる中にも，規律ある学習空間をつくる演出

■ 基本講座（映像講義＋チェックテスト） 
映像講義では，「学習する空間づくり」に必要な集団指導  
学ぶことができます。教科指導を行う前段階で押さえておく

線」「立ち位置」「体の向き」「単指示」「話術」等のポイントを事例映像と解説

講義で具体的に習得できます。普段何気なく行っている動作でも，生徒からの

見られ方や伝わり方を意識して行動することで，児童・生徒の行動は劇的に変

化します。映像講座では教室内で取るべき行動を視覚的に確認することができ

るので，どのようにすれば児童・生徒の変化を生み出せるか，具体的に学ぶこ

とができます。さらに映像講義で学習した授業技術のポイントを，講座毎にチ

ェックテストで確認できます。チェックテストでは授業中に意識して取るべき

行動指針を反復しつつ定着を図ることができ，授業運営に役立つ関連知識も学習することができます。

■ スクーリング（1 日集中特訓・授業力向上実践トレーニン
映像講義で学んだ知識や授業ノウハウを体得するための実践トレーニング

映像講義 

チェックテスト 

スクーリング会場 

です。授業のつかみを効果的に行い，児童・生徒の主体的・

姿勢を引き出す方法を実践して身につけます。「学習する空間づくり」に欠

かせない「発声，視線，単指示，話術」といった基本要素や，学習効果を

高める授業づくりに必要な「指導案作成，板書案作成，発問活用」を集中

して学ぶ機会があります。個々の長所・強みを伸ばし，指導現場に戻った

時に「どう行動するか」を具体的に学ぶことができます。 

（http://youseijuku.jp）でご確認ください。

 

詳細はこ

㈱早稲田アカデミー教育事業推進部 

「教師力養成塾 e-講座」は，進学
に凝縮した e ラーニング講座です
を担当し，e ラーニング教材として

塾
5
早稲田アカデミーの授業ノ

。 000 タイトル以上 会社が制作
も質の高い映像講座となっています。 

1 となります。 

ｊｐ 
 

ウハウを体系化し，コンパクトな映像講義
の映像教材を提供するギガビジョン株式

Ｔ Ｅ Ｌ： 03-3798-7811（代表）  

※ 4 月 1 日以降は 03-5954-116

講座受講に関する 
お問い合わせ窓口  

ＭＡＩＬ： ｙｏｕｓｅｉｊｕｋｕ＠ｗａｓｅｄａ-ａｃ.ｃｏ.


