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日時：2016年 9月 10日（土）AM.10:30~1130 

場所：淑徳巣鴨中学・高等学校（東京都練馬区中村北 4丁目） 

文と写真：NPO塾全協 全国事務局長・東日本ブロック広報局長 中村基和 

 

	 西武池袋線中村橋駅を降りて徒歩 3 分位で富士見中・高等学校にたどり着きます。が、住宅街の中にある

ので初めての人は意外とわかりずらいかも知れません。現在は中学からしか募集していませんが、高校から

も募集していた頃は、西高校などトップレベルの都立校の併願校となっていました。中学はかなりの人気校

で、首都圏模試で偏差値 50台後半でないとなかなか合格出来ません。 

	 説明会は校長板倉清先生の挨拶・説明から始まりました。見学の精神は「純真・勤勉・着実」で、「社会的

貢献の出来る自律した女性の育成」です。進路指導は、「自己肯定感を育み、夢や希望を高く掲げ」、「失敗し

ない子でなく、失敗してもくじけず頑張れる子を育てる」ことを教育目標としています。勿論この学校もア

クティブラーニングを取り入れ、主体的に学ぶことを大切にし、自学自習が最も良いとしています。生徒の

自主活動も奨励し、生徒による学校説明会さえ催しています。 

	 次に中学教頭の小村修先生から「中学の取り組み」の説明がありました。「安心」出来る居場所があること、

クラスが「楽しい」と思えること、そして富士見を「好き」になることが中学の指導目標です。クラブ活動

は全員が参加し、3分の 2が運動部に入っています。指名制の補習や希望者対象の夏期講習あります。また、
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中 3は卒業研究やボランティア体験もあります。その他、注目すべきは、成人の日に OGが連絡しなくても

9 割が学校に来ることです。卒業生に嫌われている学校のことを時々耳にしますが、ここは逆。さきほど出

た「富士見を好きになる」という目標が達成されたのです！ 

	 最後に進学績と入試についての説明がありました。難関国公立大学進学者数は 5 名。早慶上智理ＩＣＵ進

学者数（合格者数でなく）30 名(13％)。GMARCH は 46 名。去年より数字的には落ちていますが、自由な

学校なので学年によって実績が上下することが多いと聞いたことがあります。中学入試では 2月 1日、2日、

3日ですが、全日程WEB出願（PC・スマホから）で紙による出願はありません。受験科目は 4科 320点ま

んてんで、合格点は 190~198点です。実質倍率は全日程 2.5倍前後です。併願校で目立つ学校は大妻中野、

吉祥女子そして都立大泉（中高一貫）です。 

	 私が研修局長をした 2002 年の塾全協全国研修大会で、パネリストの一人としてこの学校の内田先生（既

に退職されていますが）社会科担当の立場から話をしていただいたことがありました。内田先生は「ゆとり

教育は従来の 30％カットといわれているが、社会科は 70％カットだ」とゆとり教育を批判すると同時に「現

在の私立中学の社会科の入試問題は重箱の隅をつつく様な難問が多すぎる。小学生に時事問題は要らない。

それより都道府県名などの基礎的知識をつけさせるべきだ」と、私立中学の社会科の先生達で入試を改善し

ようとするグループを作っていました。その結果、当時の富士見の社会科の入試問題は教科書よりは難しい

が非常に取り組み易いものでした。しかし、最近は他の私立中と同じように高校入試にも出ないことがよく

出るようになってしまいました。やはり 10年以上経つと入試も大きく変わるものだと実感しています。 
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	 今から半年くらい前、私が不在のとき NPO 塾全協に関する問い合わせの電話がありました。電話受付メモ

にはアオバゼミナール、TEL	 032-......と書いてありましたので、名前からしても局番からしても仙台だろ

うと思って電話したところ、高橋先生という女性の先生が出られ、場所は何と山形でした。ある研修会のと

きに西日本ブロックの後田多先生や山下先生からとても楽しい団体だと紹介されたそうです。山形県にも大

手塾が進出して来ているが、塾団体がなく我々がどう対処しているかに関心を持たれているようでした。ブ

リティッシュヒルズの合宿の話しにも興味を持たれようでした。（山形̶新白河間は新幹線で東京̶名古屋間く

らいです。）私事ですが、私の父は山形出身なのに私は一度も行ったことがなく、いつかは行ってみたいと思

っていました。この電話を機会に夏休みに時間がとれたら山形へ旅行がてらアオバゼミナールの見学をさせ

て貰おうと考えていました。	 

	 8 月 28 日（日）朝、東北̶山形新幹線に乗って 3 時間くらいで山形駅に到着。駅の外は人がまばら。翌日

の月曜日さらに人通りがなく（写真右下）、まるでかつてのＴＶドラマ‘ミステリーゾーン’（もしくはトワ

イライトゾーン）の世界にでも入ってしまったかの様な感覚でした。3 年前、全国研修大会で鳥取に行った

ときも人通りが少なかったのが印象的でしたが、今回の山形は更に少なく、塾経営はさぞかし大変だろうと

勝手に心配しました。	 

	 私が今回山形を訪れた目的の一つは、山形駅から 4駅先の山寺駅にある、芭蕉の「閑さや..」で知られる	 

立石寺。山全体が参道・お寺になっていて、頂上までは 1100 段以上の階段を登らなければなりません。左の

座骨神経痛と心房細動̶心不全という爆弾を抱える私ですが、休み休みで何とか登り切りました。上からの景

色は絶景！途中で芭蕉が俳句を書いたと言われる「蝉塚」という大きな岩がそびえ立つ場所がありました。

観光客が多くて間違っても「閑かさや」ではありませんが、蝉の声が岩にしみ入るという感じは自分なりに

なんとなく分かったような気がしました。（写真左下）	 

	 立石寺のあとは蔵王温泉のホテルに泊まったのですが、あとで聞いてびっくり。アオバゼミナールがその

塾探訪 2016	 ②	 
アオバゼミナール（山形県山形市）	 

	 塾長：高橋昌之	 先生/	 副塾長：高橋ノリ子	 先生	 

取材日：2016 年 8 月 29 日（月）	 

文と写真：中村基和	 
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ホテルを借り切って合宿をやっているとのことでした。	 

	 翌日 29 日（月）、将棋のコマで有名な天童市を見学。やはりここも人影がまばら。道を訊きたくても人が

歩いていません。でも塾や予備校はあるのです！山形駅に戻り、いよいよ山形市のアオバゼミナールにお邪

魔することになりました。	 

	 

	 今から 36 年前、奥さんの高橋ノリ子先生が、「自宅で教える塾」という触れ込みのいわゆるフランチャイ

ズで塾を開業したのが始まり。その後東北だけで仙台を中心に「アオバゼミナール」としてグループをつく

りました。（仙台でなく、山形なのに「アオバ」の意味が分かりました。）しかしそのグループで現在残って

入るのは高橋先生の塾だけです。現在塾長であるご主人の高橋昌之（まさし）先生は 49 歳のとき脱サラして

塾業界に入りました。アオバゼミナールは、今回私が見学させていただいた本部の他に分教室が 2 校あり、

生徒数は約 300 名。対象は小中高で指導方式は集団&個別。生徒の大部分は親の運転する自動車で通塾してい

ます。講師は主として山形大学医学部の学生。「医学生は勉強が忙しいんじゃないですか？」と尋ねたところ、

「そうなんです。ブラックと言われない様、大学の試験前は気を遣っています。」塾をやって一番の悩みの種

は、「いかに下の子を上まで上げるか」で、下の子は個別にしています。我々中小塾は、折角基礎力をつけて

育てた子を大手に取られてしまい、悔しい思いをすることがしばしばありますが、アオバゼミナールの場合、

逆（大手をやめて入って来る）はあってもそういうことはないそうです。羨ましい限りです。	 

	 また、先ほど触れた合宿の件ですが、毎夏 1 泊で蔵王温泉のホテルを借り切って実施しています。参加者

は引率を含めて約 100 名。中 3 中心で、10:00 から 22：00 の間に授業時間を 10 時間取っています。翌日は

15：00 まで授業を行っています。指導方式は原則として集団指導ですが、個別指導もあり、科目によって方

式を選ぶことも出来ます。	 

	 最後に、塾生の中の中 3の割合が高いと来年が怖いという話しになりましたが、アオバゼミナールは、300

名のうち 120~130 名が中 3。3 月~6 月までは経営が厳しく、7月の中体連の大会が終わってから本格的に中

3 生が集まってくるそうです。また、山形県の入試事情についても幾つか伺いました。上位校は公立で、山

形〇（東西南北）と名のつく高校が 4つあり、山形東がナンバー1。私立高校は殆ど受ければ受かる状態です。

高校生の優秀な子達は大部分が東北大を目指しているそうです。そういえば「東北大・・・」をキャッチフ

レーズにしている予備校をいくつか見ました。	 

	 帰りの新幹線の駅までは高橋昌之先生が車に乗せて行って下さいました。高橋先生は東京の大学出身で、

学生時代は麻雀に精を出し、人数が揃わないときは「人数が足りないんだよ」と友人を授業に出させず強制

連行したそうです。（この辺は私も同じでした。）就職してから高卒組と大卒組で差が出るのは麻雀。高卒組
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より沢山やっているから...という話には爆笑でした。私は、最近 S 先生から役満（小四喜）、I 先生から親

の 3倍満をあがったことも話しちゃいました。(S 先生、I 先生ゴメンナサイ。)	 

	 山形県の人口は仙台市とほぼ同じ。しかし塾や予備校はいくつもあります。最近は大手も押し寄せて来て

います。その中で 3 教室 300 名の生徒を集め手入るとは賞賛に値します。ノウハウを教えて貰いたくなりま

す。今回は NPO 塾全協の「新聞」のバックナンバーと 3つ、「東通信」のコピーを 2つ、そしてブリティッシ

ュヒルズ合宿のビデオとパンフレットを「お土産」に持って行きました。高橋先生はブリティッシュヒルズ

合宿の費用が安いと感心されていました。山形から新白河までは新幹線ですぐです。いつか一緒に英語合宿

に参加してくださる日がくればいいな~と思っています。	 
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NPO 塾全協東日本ブロック主催	 

第 37 回  

	 	 	 日時：	 	 2016 年（平成 28 年）9 月 19 日（祝）	 11:00~15:30	 

	 	 	 場所：	 	 新宿 NS ビル	 イベントホール	 

	 	 	 参加校：	 	 137 校	 

	 	 	 来場者数：約 3,500 名	 

	 	 	 後援：	 	 	 	 東京私立中学高等学校協会、公益社団法人全国学習塾協会、朝日新聞社	 

	 	 	 協賛：	 	 全国学習塾協同組合、東京私塾協同組合、埼玉県私塾協同組合、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 全日本私塾教育ネットワーク、千葉学習塾協同組合	 

	 	 	 文と写真：NPO 塾全協全国事務局長・東日本ブロック広報局長	 中村基和	 

	 	 	 

	 	 

	 

	 大学の会場の開会式。挨拶する沼田広慶 NPO

塾全協会長。	 大学の参加は今回が初めてです。

入り口ドアの向こう側には中高の開場が見えま

す。同時の開会式です。	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 中高の会場	 挨拶する内藤潤司 NPO 塾全協東日本ブロック理事長（写真左）と東京私立中高協会副会長實

吉幹夫先生（写真右）	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

開会セレモニー	 

レポート	 
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大学ブースの様子	 

開場直前と直後のシーン	 

 

	 大学の参加は今回が初めてです。参加校はまだ 20 数校ですが、明治、立教、中央と GMARCH の参加が心強

い！特に明治は一番人気校ですから。国立で防衛大、防衛医大の参加もありがたかったです。この 2校は、

希望者が時々出て来るのですが、入試時期が早い上、情報が少ないので困っていました。今回、自衛隊の音

楽隊も含めて貴重な情報が得られました。	 

 
（写真右）NPO 塾全協が

英語合宿を行っている

British	 Hills	 は神田外

語グループの施設です。 
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	 今年は 9月 19日の開催で、3連休の最終日。文化祭と重なってしまう学校が多く、参加校数は残念ながら

10校減でした。文化祭と重なるということは生徒の方も進学相談会ではなく文化祭の方に行ってしまうこと

にも繋がるため、来場者数は昨年ほどではありませんでした。お昼過ぎの時間帯は来場者が少なくなり心配

になってきましたが、1時過ぎになってから増え、一安心でした。 

 

 

 

 

 

 

 

中高ブースの様子	 
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各コーナーの様子	 
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   ↑スタッフは 8:30に集合！ 

    閉会セレモニーで挨拶をする稲葉秀雄実行委員長→ 

	 埼玉や千葉の進学相談会と違って東京はスタッフが 8:30に集合です。私のように NSビルまで自転車で行

けるような人は希で、多くは千葉や埼玉から来ています。毎年何か申し訳ないような気がしています。稲葉

先生、スタッフの方々、そして私学の先生方、本当にご苦労様でした。 

	 最後は「恒例の」全景合成写真。今回は後ろからの全景もトライしました。（下の写真です） 
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日時：2016年 9月 15日（木）AM.11:00~11:30見中学・高等学校（東京都	 

場所：川越東高等学校（埼玉県川越市久下戸） 

文と写真：NPO塾全協 全国事務局長・東日本ブロック広報局長 中村基和 

 

  	 自分で塾を始めてから 35年になりますが、初めて東京都以外の学校の説明会に出向きました。東武東上

線上福岡駅で降り、3分くらい歩くとスクールバスの乗り場があり、乗ってから 20分位たつと学校に着きま

した。スクールバスの発着駅は上福岡以外にも 3 ヶ所あり、無料ですが、朝寝坊などで乗り損ねると大変な

ことになるそうです。他に交通機関がなく、歩いたら 1時間以上かかるみたいです。 

	 説明会は校長の星野昭先生の説明が大部分でした。本校の教育目標は「文武両道」進学校だからこそ勉強

以外の事を頑張ろうという精神で、8 割~8 割 5 分は運動部に所属しています。現役で志望する大学に合格

させる事を目標とし、85％は現役です。3 年の放課後は「講習」夏休み冬休みは殆どの生徒が学校に来る、

日本一忙しい学校だとのことです。 

	 コースは理数コースと普通コースに分かれ、理数コースは 1 類が理系、2 類が文系で、いずれも国立希望

者のみで指定校推薦は受けられません。2 年次にコースの入れ替えがあり、3 分の 1 以上は理数コースに入

ります。費用面ですが、年間広告費がゼロで寄付金なし。「費用のかからない学校」だとのことです。 

	 今年度の大学入試実績は、400名中国公立が 58名、私立は早稻田 54名、慶應 8名、上智 9名、理科大 37

名 37です。 

	 次に募集担当の先生から合格目安についての説明がありました。（会員専用ページをご覧ください。） 

	 説明会が終了してから校内を少々見学しました。体育館も校庭もとても広く、東京の学校とは比べものに

なりません。校舎の中は汚れては居ませんが、全く飾り気も色気がなく、いかにも質実剛健な男子校の感が

ありました。合格基準、大学入試実績とも典型的な公立併願校といえましょう。実際私の親戚で県立川越に

落ちてこの川越東に入った子がいますが、現在高 2ですが、夏休みは殆ど学校に行っていたそうです。「金の

かからない学校」の上、補助金の充実している埼玉県ですから、親の負担も公立とそれほど変わらないとそ
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川越東高等学校（埼玉県川越市）(男子校）	 
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の親は言っていました。 

 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

NPO 塾全協東日本ブロック 今後の主な予定（2016 年度）  

 

9 月 19 日（祝）	 東京	 進学相談会	 

9 月 22 日（祝）	 千葉	 進学相談会	 

10 月 2 日（日）	 	 埼玉	 進学相談会	 

11 月 3 日（祝）	 	 全国研修大会	 	 	 

1 月 27 日（金）	 	 教材教具展	 

編集	 NPO 塾全協東日本ブロック	 事務局長	 中山和行	 

〒350-0322 埼玉県比企郡鳩山町今宿 229	 (中山塾内)	 

tel 	 049-296-1111 	 fax 	 049-296-1111 	 Email	 

gyqbt650@ybb.ne.jp	 


