数多くの映像授業の中からウイングネット

いったという。

ら、新規学年にウイングネットに切り換えて

既存の生徒たちが卒業するまで面倒を見なが

ＣＯＬＯＲＳ（カラーズ）は、
「子どもたちの個性を生かし、無限の可
能性を引き出す塾」として誕生した。ウイングネットを活用して生徒一
人ひとりの個性を生かし、一人ひとりの性格や学習習熟度に合わせた方
法や進度で学習し、大きな効果をあげている。
独自の教室づくりとウイングネットの活用方法について、寺田陽紀統
括部長に話を伺った。

ウイングネットを選んだのは、
各学年全方位の優れた映像授業
が揃っているから

ベーシックウ イング および
ウイング ネットでの高３生
の授業（緑台教室）

が 合 って い る

れ ば この 授 業

授業を生徒と

とか、適 し た

することができるようになります。ウイング

保 護 者に提 示

像授業が揃っていること。
「生徒や保護者から何かご要望があったとき、

を選んだ決め手は、各学年全方位の優れた映

『そのような授業もありますよ』と提示でき

寺田氏の塾歴は長い。大学生になったとき、
当 時通っていた塾のアルバイト講 師になり、

自動になると思っていた社員もいたようです

ネットの導入当初は、生徒の一連の学習が全

者、塾にとっても、ウイングネットを導入す

速度の授業を提供できることが、生徒や保護

どもたちにとってやる気になる内容、レベル、

の導入部分、つまり授業のところで、一番子

学習の効率をよくするというよりも、最初

バイスしています」

で、そのあたりは自分の長年の経験からアド

の関わり方がわからないという社員もいるの

が、大きな勘違いです。授業以外での生徒と

ることは弊社の社員にとっても安心できます。

骨が折れたという。

たちにウイングネットの活用を伝えることは、

一斉授業で指導することに慣れていた教室長

ウイングネットを導入したものの、今まで

点台だった定期テストの数学が、
次のテストでは 点台にアップ

選びました」

そこが決め手となってウイングネットさんを

ミュージシャンになりたいという夢があったの
歳のときにその塾の正社員となっ

で、卒業後も音楽活動を続けながら講師を務
め、 か
て現在に至っている。
歳のときに塾講師となり

ましたから、もう 年近く塾の仕事を続けて

「大学に入学した

は何回か変わっていて、ＣＯＬＯＲＳという屋

います。私が生徒だった頃から塾の屋号自体
号になったのは一昨年（２０１８年）のことに
なります」と語る寺田氏。
ＣＯＬＯＲＳは、取材に訪れた緑ケ丘教室
のほか、川西教室、うねの教室、緑台教室、
緑ケ丘教 室を昨 年の夏オープンさせたと

る最大のメリットだと寺田氏は考えている。

が、私たちが目指しているのは〝映像コンシェ
くと、１学 期の期 末テストで数 学は

き、初めて来てくれた中２の女子の話 を聞

高等部（高校生ライブ授業）の５教室を展開。 「最初はなかなかうまくいかなかったのです
緑ケ丘教室は中学生と高校生を対象とし、高
で一人ひとりの生徒とよく喋るように言うと、

ルジェ〟であること、そして授業以外の場面

点台

等部は高校生のみ、他の教室は小４〜高３を
対象としている。
「映像コンシェルジェ」だから、様々なウイ

次第に浸透していくようになりました」

塾を見学させてもらったとき、
「だいたい成

とのことだった。以前ウイングネットの導入
績がオール３ぐらいの子に合いますよ」と言

な指導スタイルから脱却し、一人ひとりのお

「長年やってきた一斉指導という昭和の典型的

われたのを思い出し、その子を引き受けよう
か、やっぱり止めようかと正直相当悩んだと

た授業を選ぶことが大きな役割となる。

いう。ウイングネットの様々な映像授業をそ

ングネットの授業の中からその生徒に一番適し

ネットの映像授業をたくさん視聴して予習を

「社員につねづね言っているのは、
『ウイング

子様にしっかり目配りをして、成績を確実に
その一人ひとりに合わせた学 習 を 行 う 上

の子に視聴させて、
「これはどう？ 理解でき

上げることのできる塾を目指しています」
で、必 要 不 可 欠 なの が ウ イング ネット だ。
しなさい』
。そうすれば、このタイプの子であ

２０１９年 春からウイングネットを導入し、

ら れ る 力 の一つ

スカッションも

のグループディ

力」を養うため

で あ る「 表 現

友だちを連れて来てくれ、その子も２週間の

２、
５教科で１３５点アップした中２、
５教科

このほか、前回の定期テストより数学が

もともと真面目な中２の女子は、夏休みは

点数を上げている生徒がほとんどだ。

子どもたちの居場所になるような、
こじんまりとした賑わいのある塾に
こうした取り組みが功を奏して、今年度の
緑台教室の高３生はすでに 名を超えた。き
め細やかな進路指導の質を維持するため、今

１教室の家賃を 万円前後に抑え、生徒１

なりません。

てしまいますし、本当の意味で生徒のために

いかけがちですが、それでは教育の質が落ち

くい昨今では、とかく生徒の人数ばかりを追

たいですね。少子化が進んで生徒が集まりに

「こじんまりとした賑わいのある塾にしていき

について聞くと、寺田氏はこう語る。

ウイングネットを活用した今後の塾づくり

行っているという。

の後も〝２週間無料テスト対策〟のときには
勉強で数学が 〜 点アップしたので、友だ

すことにしたのです。もちろん宿題も必ずやっ

ちのお母さんも喜んで我が子を入塾させてく

１から中２の夏までの計算分野を全てやり直

うと、その日学んだことを忘れないようにす

てきてもらいますが、何のための宿題かとい

る？」と確認しながら、どのラン
次に、プリントの問題を解いても

クの授 業が適しているかを探 り、
らい、どこからつまずいているのか

れました」と、寺田氏は嬉しそうに語る。

寺田氏が提示する学習に懸命に取り組み、２

で 点アップした中３など、短期間で大幅に

うものではありません」

るためです。ですから量は多ければいいとい

を見付けていった。

学期の中間テストで数学はなんと、 点台に

点アップした中

学習することにし、一番基本的な

て 中 １で 学 ぶ〝 正 負の 数 〟 か ら

アップした。
「夏休みの勉強だけで大幅に点数がアップした
させてくれたのは言うまでもありません。そ

ので、彼女のお母さんが喜んで我が子を入塾

点アップした中２、理科が

してもらうことにしました。文章

〝ベーシックウイングＴＧ〟を受講

「夏休みには毎日教室に来てもらっ

30

人あたりの平均単価を集中講座も合わせて１
数

〜

名でも採算が取れて間接部門にも

カ月平均３万円に限りなく近づければ、生徒

さんの質の高い映像授業を活用しながら、そ

お金を回すことができます。ウイングネット

り続けたいと思います」

ままの自分でいられ、心地のいい居場所であ

たいと考えています。塾の中では生徒は素の

んなモデルケースとなるような塾にしていき

２０１８年度からは、新しい大学入試で求め

いるが、特に夏 期 合 宿は名 物となっている。

ＣＯＬＯＲＳではイベントにも力を入れて

30
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年度の高３生の募集は終了したという。
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生徒たちと
コミュニケーション

●株式会社 ウイングネット
〒 113-0033 東京都文京区本郷５-25-14
TEL.03-3818-8454 wingnet@ichishin.co.jp

ウイングネットの詳細をお知りになりたい方は、次頁をご覧ください。
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27

子どもたちが思わず通いた
くなるような綺麗な内装

一生の思い出になる
夏期合宿

寺田陽紀 統括部長

62

10

寺田 陽紀 統括部長

問題と関数は後まわしにして、中

ベーシックウイングを
受講する高校生

夏期合宿

兵庫県川西市

短期間で定期テストの点数が大幅にアップ！
中２生数学 点、理科 点アップ！
中２生５教科で１３５点アップ！など多数
ウイングネットを活用した、生徒の性格や
習熟度に合わせた学習が功を奏す
授業の様子

