


自己紹介
・愛知県豊川市で“内申点アップ請負⼈”後成塾の塾⻑を務める。

・⾼１⻑男、中１⻑⼥、⼩４次男の３⼈の⼦どもの⽗。

・昨年の６⽉、書籍を初出版。

『⾼校受験は「内申点アップ」が９割』（⻘春出版社）

現在４刷。１万部突破！
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自己紹介





７月１０日、２冊目発売予定！

『親子で実践！高校受験
内申点を90日でアップさせる本』

（青春出版社）

タイトル決定！



本日のテーマ

内申点の上がる学習計画と提出物の作り方

・学習計画や提出物、作り⽅の⼤前提とは？
・学習計画の⽴て⽅のコツ
・提出物の作り⽅のコツ



学習計画と提出物は内申点に直結します！

■ 中学時代
・定期テストは５教科すべて７０～９０点
・授業は大真面目！（自習時間も大真面目）
・柔道部キャプテン（市内大会個人・団体優勝）

なのに…



学習計画と提出物は内申点に直結します！

■ 中学時代
国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 技術家庭 保健体育 合計

4 3 3 3 3 3 3 3 2 27

定期テストの点数は自分より下の子より
内申点が９も下に…。

内申点ボーダーライン27の公立高校へ。



学習計画と提出物は内申点に直結します！

■ 高校時代
・定期テストは学年順位５位以内
・授業は大真面目！（自習時間も大真面目）
・日本文化部 部長（書道部と将棋部の合併で）



学習計画と提出物は内申点に直結します！

■ 高校時代
現代文 古典 世界史 数学x 数学y 生物 英語リーダー 英語グラマー 音楽 保健体育 体育実技

10 10 10 9 8 10 8 9 10 10 2

現代文 古典 世界史 数学x 数学y 生物 英語リーダー 英語グラマー 音楽 保健体育 体育実技 評定平均

5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 2 4.4

５段階評定に換算すると…

偏差値63程度の に



学習計画と提出物は内申点に直結します！

■ 中学時代と高校時代、何が違ったか？
・内申点(評定)の評価基準
・家庭学習（ ≒ 毎日の勉強とテスト勉強）
・勉強をする強い動機！

“内申点アップ請負人”としての原点



本題に入る前に・・・
～「勉強の仕方」という言葉について ～

■「戦略」的な勉強
→ 戦いに勝つ上での総合的・長期的な計略。

■「戦術」を考える勉強
→ 戦いに勝つための個々の具体的な方法。

内申点アップ

各教科・各単元の
個別のテクニック





学習計画の大前提
その作業をする意味を意識しましょう！
・テストの点数を上げるため？
・提出物の評価を上げるため？
・挙手、発言をするため？
・授業の復習をして理解するため？



学習計画を立てる方針 ①
あらゆることの優先順位を決めましょう

・進める？ 覚える？ 作り込む？
・予習型？ 復習型？
・得意？ 苦手？ 好き？ 嫌い？



学習計画を立てる方針 ②
評定イ

メージ 改善項目 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

⑤ 定期テストの改善
得意科目を作
る

２科目めの得
意科目を作る

得意科目の勉
強法を苦手科
目に応用する

④
挙手・発言・質問
の改善

挙手・発言・
質問するため
に予習をする

ミスをしても
折れないメン
タルを持つ

積極的に挙
手・発言・質
問できるよう
に慣れる

③ 小テストの改善
小テストの情
報をキャッチ
する

小テスト対策
をする

平均８割 平均９割 オール満点

② 授業態度の改善

先生や発言す
るクラスメイ
トのほうを見
る

姿勢を正す うなずく 覇気のある声
覇気のある微
笑み

① 提出物の改善
期日どおりに
提出する

ていねいに書
く

細かい欄も記
入する

解けるように
なるまでくり
返した形跡を
残す

シェアしやす
い見た目と色
遣いにする

⓪ 土の５領域 素直 礼儀 生活 記憶 判断

下
か
ら
積
み
上
げ
れ
ば
ベ
ス
ト
！



学習計画を立てる方針 ③
時期と作業時間を見定めましょう

・進める時期？ 覚える時期？ 作り込む時期？
・予習する時期？ 復習する時期？
・それぞれの作業にかかる時間は？



学習計画は「一」形か「フ」形で！
・明日提出の生活ノート
・明日が提出の課題、宿題
・期限の過ぎた課題、宿題

・明日の定期テスト対策
・明日の小テスト対策
・明日の授業の予習
・明日以降の提出物の貯蓄
・課題の解き直しや書き込み

など

・進めていない課題を進める
・今日の授業の復習
・定期テストの解き直し
・教科書を読む

など

・やることがないから
ノートを書く

・やることがないから
単語や漢字を覚える

・やることがないから
机に向かうだけ向かう

など



第１象限の計画

学習計画の良い例

第２象限の計画



第１象限の計画

学習計画の悪い例

第４象限の計画





提出物の大前提
提出物にはレベルがあります



レベル３：細かい欄も記入する
・日付
・クラス、出席番号、氏名
・点数
・点数の一覧表
・自己評価欄 など

細かい欄に記入する
↓

細かいところにも気が付く
↓

注意・観察・気配り
のできる生徒



レベル４：くり返した形跡

「Ｂ」評価の提出物付箋を貼って・・・くり返しで
付箋のインパクトで



レベル５：シェアされる見た目



まとめ

学習計画・提出物の５つのポイント
❶ やる意味 ❷ 優先順位 ❸ レベル

❹ 時期 ❺ 作業時間



本日の結びに変えて
１⼈ひとりのお⼦さんや親御さんが、１つひとつの課題・宿題・演習について

やる意味を考えてもらい、肚に落としてもらったり

１つひとつの課題・宿題・演習の優先順位を理解してもらったり

⾃分の今のレベルや、次に上がっていくレベルを理解してもらったり

時期や作業時間を⾒極めてもらえるように

⽇々の勉強の中で、実践的な訓練をしていくことでしか

戦略的な勉強のスキルはアップしません。



本日の結びに変えて
今まで指導させていただいていた親⼦の中には

親⼦でやる意味についての解釈が違っていたり

親⼦で優先順位の設定の仕⽅が違っていたり

今のレベルや次のレベルの認識が⼀⾜⾶び、⼆⾜⾶びで認識していたり

時期や作業時間を無視したような

計画倒れや机上の空論になってしまっているケースもありました。



本日の結びに変えて
「本当に内申点を上げたい！」

「なんとかしたい！」

そんな切なる願いに

今の私たちなら、応えることができる。

あいかわらず泥臭い毎⽇でも

かつて⼼で⾎を流してきた経験は

今、困っているあなたのために活かすことができる。



本日の結びに変えて
本日ご参加の皆さまと、後日動画視聴の皆さまの中で

本当にお困りで、本気で現状を変えたい皆さま限定で

２冊目のタイトルのように、９０日で内申点をアップするために
私たち“内申点アップ請負人”の今までの知識と経験を結集した
“内申点アップ請負人” 秘伝の方法をお伝えする

無料の「個別相談・説明会」を

４組限定で開催いたします。



本日の結びに変えて
お申込条件：お子様と一緒にご参加いただけること。

本気であること。
※無料とはいえ、私たちが人生を賭けて積み重ねたものをお伝えすることに
変わりはありません。「ちょっと興味がある」など興味本位や知りたがりな
気持ちだけでご参加された場合は、即座に会を中断させていただきます。

日時：5/25(水)・5/26(木)・5/31(火)・6/1(水)
各日程とも21:00～22:00の60分間
※先着順ですので、ご希望に添えない場合もございます。

お申込方法：本日の勉強会の動画を配信させていただくメールに記載の
専用フォームに、必要事項をご入力ください。



本日はご参加いただき
ありがとうございました。

後日、動画でも
配信させていただきます。

（お顔やお名前は映りません）

次回の予定

６月１８日(土)
10:00～11:30

今夜配信の無料メール塾で
参加申請フォームをお届けします！


