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■ ごあいさつ Introduction  

 

はじめまして。アルカディア数学教室代表の渡辺と申します。このたびは、数ある学習塾の中から当教室に興味

をお持ちいただきまして、厚く御礼申し上げます。当教室は数学専門の個別指導教室ですが、目指しているのは子

どもたちの自立です。それぞれの目標に向かって、「自分の課題は、自分で見つけて、自分の力で解決する」ことが

できるよう日々指導しております。少し話が長くなりますが、どうかおつきあい下さい。 

 

塾名の由来 

アルカディアとは、ギリシャの ペロポネソス半島にある古代からの地域名で、後世に牧人の楽園として伝承され、

理想郷の代名詞として広く知られています。2014年 4月、自立学習のための理想郷を実現するため、ここ大阪市城

東区にアルカディア数学教室を設立いたしました。 

 

理想との葛藤 

私の指導歴は、大学時代（厳密には浪人時代から）のアルバイトを含めますと、30年以上になります。家庭教師

や個別指導塾、進学塾や予備校など、実にさまざまなスタイルの授業を担当してまいりました。そんな中、常に自

問自答しておりましたのが、この指導は子どもの成長に本当に役立っているだろうか？という疑問でした。 

 

「多くの一斉授業形式の塾でおこなわれているスパルタ指導では、与えられた課題をこなすだけで精一杯になり、

言われたことしかしないような人間になってしまうのではないでしょうか？」 

 

「近年増えてきている個別指導の塾では、わからないところを丁寧に教えてくれる面倒見のよさが売りですが、 

それは本来その子が身につけるべき考える力を奪ってしまっていることになるのではないでしょうか？」 

 

「大手の進学塾では、受験に役立つテクニックやテストによく出るところを教えてくれます。ところが、大事な

ポイントを絞って教えるということは、どこが大事なのかという物事の本質を見抜く機会を子どもから奪ってし

まうのではないでしょうか？」 

 

私自身もこれまで一講師として、誰よりもわかりやすい授業を追求し、担当した子どもたちの成績を上げてきま

した。しかし、教えたとおりのことをするだけで簡単に点数が取れる授業をしてしまったことが、その子が将来大

人になったときに自分の力で生きていくことを困難にしてしまったのではないかという自責の念にかられてならな

いのです。 
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独学で学んだこと 

私自身は、小・中・高と塾に通った経験がありません。勉強は学校の授業を中心として、足りない部分は問題集・

参考書などを購入して自分なりにわからないところを調べてすすめてきました。 

誰かに言われて勉強したわけではなく、ただ自分の頭でやるべきことを考え、取り組み、悩み抜いた結果、苦手

教科の成績も次第に上がっていったのです。 

とはいえ勉強ばかりしていたわけではありません。クラブ活動やボーイスカウト活動、さらに高校ではバンド活

動や（校則で禁止されていた）アルバイトも両立させ、大学受験では一年浪人しましたが、第一志望の東京大学に

進学することができました。 

 

多くの人から「どうしてそんなにたくさんのことが両立できるのか」という質問を受けます。 

以前はその理由がわからなかったのですが、塾講師として子どもたちを指導していくうちに、２つのことが確信

できました。 

 １つはやはり「塾に通わなかった」こと。そしてもう１つは、やることをすべて「自分で決めたこと」です。 

塾に通わないことで物理的に時間の余裕ができることは当然ですが、何より、自分自身で何をするべきかを考え

て行動することが、無駄なく時間配分を考える上で重要でした。 

 

成績を上げるために必要なのは、単純に「自分のできないことをできるようにする」こと、ただそれだけです。

できない部分が見つかれば、それを重要な分野・自分で克服できそうな分野に絞り、優先順位をつけて計画的に勉

強すれば成績は間違いなく上がっていきます。苦手分野に絞って勉強すれば、塾や予備校の一斉授業に比べて時間

の効率は圧倒的に良くなりますから、その結果、勉強以外にもいろいろなことに取り組む時間ができたわけです。 

 

勉強とその他の活動を両立することができたのは、効率的な学習計画を自分で考え、それを実行したから、とい

うことになりますが、成績アップや志望校合格という結果よりも、自分自身でやるべきことを見つけて努力する姿

勢、これこそが私が独学で手に入れることができた最大の成果だと思っています。 

 

経験を伝えるために 

塾講師を続けながら、こうした経験を子どもたちに伝えることが私に与えられた使命なのではないか、と考える

ようになりました。今では、子どもたちが自らの意志で行動するためのサポートに徹することこそが、本当の意味

での成長に役立つと確信しています。 

 そして、この理想の実践のために、既存の学習塾とは異なる新しい概念の教室を『アルカディア数学教室』と命

名し、自分自身を育ててくれたこの地域への恩返しの意味を込めて、母校蒲生中学校のある城東区中央に設立する

ことといたしました。 

数学教室という名のとおり、学習指導は数学が中心ですが、私がみなさんにお伝えしたいのは数学だけではあり

ません。「自分の課題は、自分で見つけて、自分の力で解決する」という自立学習の基本姿勢です。 
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「できる」人になろう 

「言われたことだけすればいい」と思っているのなら、いつまでたっても指示される人のままです。学校生活で

は先生の言われた通りにすることで「おりこうさん」と評価されるかもしれませんが、実社会では全く評価されま

せん。「言われたことしかしない」または「言われるまで何もしない」ような人は、残念ながらどのような分野にお

いても活躍することはないでしょう。 

行動と、それにともなう結果は、すべて決断した自分の責任です。「誰にも言われなかったから」と言って何も勉

強せずに成績が下がったとしても、他の誰のせいでもありません。厳しいようですが、それは、何もしないことを

選択した自分の責任なんです。大した努力もしないで結果を出せない人ほど、失敗した原因を自分以外の何かのせ

いにしがちですが、たった一度きりの人生です。言い訳ばかりの人生にはしたくないものです。 

ですから、志望校に合格したい、頑張って成績を上げたい、数学を得意にしたい、その願いをかなえるためには、

自分自身がその可能性を信じて、「できる」までとことん頑張るしかありません。 

 

アルカディア数学教室では、基本的にみなさんに何かをしなさいという指示や命令はしません。やることは自分

で決める、これが基本です。自分がどうなりたいのか、何ができるようになりたいのか、その思いを持ってきてく

ださい。 

目指す目標があれば、どうすればできるようになるのかを一緒になって考えます。いろいろアドバイスはします

が、絶対にこうしなさい、みたいな押しつけはしません。自分が納得のいく方法で、毎回何かを必ず「できる」よ

うにして帰ってください。自分で決めた目標を達成することの積み重ねが、あなたを確実に「できる」人へと成長

させてくれます。 

この「自ら学び、考える」姿勢が身につけば、数学以外の教科はもちろん、勉強以外の分野でもすばらしい結果

が出せる人になっていることでしょう。みなさんが将来、より良き社会のリーダーとなることを期待しています。 

 

アルカディア数学教室 

 

 

 

  

《代表 略歴》 

大阪市立聖賢小学校、蒲生中学校出身 

私立奈良学園高等学校を卒業して 

1 年浪人した後、東京大学理科Ⅱ類に入学 

その後、教育に興味を持ち、京都大学教育学部にて 

教育社会学を学ぶ。 

個別指導教室、予備校、学習塾講師を歴任し、 

2014 年春、アルカディア数学教室を設立 
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■ 教育理念 Philosophy  

 

自立学習を通して、子どもたちの「生きる力」を育みます。 

「生きる力」とは、いわば「社会を切り拓く力」であると考えます。 

変化の激しい現代社会において、これからの子どもたちに求められているのは 

「社会に適応する力」ではなく「社会を切り拓く力」なのではないでしょうか。 

そこで重要になってくるのが、主体性をもって自ら行動する姿勢を身につけることであり、 

当教室が推奨する自立学習は、主体性を育てるにはこの上ない学習方法であると考えます。 

  

また、数学は、その特性上、他の教科には無いさまざまな能力を身につけることができる教科です。 

自立学習の方法を体得し、数学を深く学ぶことによって、次の「５つの力」が身につきます。 

これらの力は、社会を切り拓くために必要不可欠であり、これからの社会を「生きる力」となります。 

 

《 「生きる力」を構成する５つの力 》 

・論理的思考力 

「なぜそうなるのか」ということを、筋道立てて 

深く考える力。 

・状況判断能力 

状況を客観的に正しく分析し、どのように行動 

すればよいかを判断する力。 

・問題解決能力 

問題を発見した際に、本質を見抜いて最適な 

解決方法を検討し、実際に処理する能力。 

・責任能力 

自分の行動によって招く結果を事前にシミュレートすることで、

結果について責任を持った行動をとる能力 

・情報発信力 

自分自身の考えを周囲に正しくわかりやすく伝える能力。 

 

「自ら学び自ら考える」自立学習を通して、子どもたちの「生きる力」を大切に育んでまいります。 
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■ ５つの特長 5 Strong Points of Us  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 東大出身の塾長が直接指導 

３０年以上の指導経験をもつ塾長が全授業を担当します。 

アルバイトの学生など、他の講師が担当することはありません。 

対話を中心とした授業で自由な発想を引き出し、『考える力』を育みます。 

2. 完全オーダーメードカリキュラム 

ただ与えられた課題をやるよりも、主体性をもって「自分の課題は自分で見つける」ことが大切です。 

毎回の授業で、何を『できる』ようにしたいのか。目的意識を持って取り組んでください。 

そこで、授業の始めにみなさんに必ず質問します。「今日は何を勉強するの？」 

みなさんからいただいたリクエストには全力指導で応えます。 

これがアルカディア数学教室の考える、完全オーダーメードカリキュラムです。 

3. 理想を追求した独自の学習システム 

授業内容の理解をチェックするため、演習テストを毎週行います。 

できなかった問題もきちんと自分の力で『できる』まで再テストをしますので、 

『わかったつもり』では終わらせません。 

4. 豊富な専門知識と高い指導力 

数学のことなら数学専門の当教室におまかせください。 

どんな疑問にも納得できるまで対応し、みなさんの期待に必ず応えます。 

5. 自立学習を完全サポート 

独学で東大に合格した経験から編み出した、独自の自立学習の方法をみなさんに伝授します。 

『できない』を『できる』に変えることに集中して効率よく学習すれば、短時間でも成績は確実

に上がります。自分で決めたことを実行して結果が出れば、それが自信に変わります。 
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■ 学習システム Learning System  

 

『できない』を『できる』に変える、画期的な学習システム。 

成績を上げるために必要なことは「できない」ことを「できる」ようにすることに尽きます。 

しかし、実際に自分でやろうとするとこれがとても難しいのです。 

 

その理由は、２つあります。 

一人ひとり「できない」ところが違うということと、 

「できない」ところがどこなのかがわからないからなのです。 

  

アルカディア数学教室では、毎週の学習をわかるための『授業』とできるための『演習』に分けて行

います。演習の時間では、弱点に絞った反復演習システムにより、誰でも確実に「できない」ことが「で

きる」ように自立学習ができます。 

 

 

《毎週の学習のながれ》 

① 授業（通常授業） 

新しく習う単元や、前回のテストでできなかったところなど、す

べての疑問に対し「わかる」まで指導します。 

② 課題（自宅での宿題） 

授業で理解した内容を定着させるための課題です。この課題

は発見テストのための練習問題でもあります。 

③ 発見テスト（演習時間に実施） 

授業内容がどれだけ身についているかを判断し、自分の弱点

がどこなのかを客観的に発見するためのテストです。 

④ 弱点対策テスト（演習時間に実施） 

発見テストで間違えた問題やその類題のみ出題される対策テストを行い、自分の弱点だけを集中的に演習することができ

ます。弱点対策テストでも間違えた場合、さらに対策テストを行い、完全克服を目指して徹底的に反復練習します。 
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■ オプション講座 Optional Course  

 

1. 映像授業『ベーシックウイング』 

映像授業『ベーシックウイング』は、関東地方を中心に展開している大手学習塾の市進教育グループのインタ

ーネット映像配信授業で、市進学院・市進予備校トップ講師のライブ感あふれる授業が視聴できます。当教

室の受講生からも「わかりやすい」「おもしろい」と大変好評です。 

 

 

 

 

 

『ベーシックウイング』は、1回の授業が 20～30分と短く、見たい単元だけを気軽に視聴することができるので、

苦手な教科や単元の復習はもちろん、学校の予習やさらに上の学年の内容の先取り学習など、活用方法は自

由自在です。できないところを集中的に学習することで、効率よく成績をアップさせることができます。 

2. LOGICTREE（ロジックツリー）プログラム 

LOGICTREE（ロジックツリー）プログラムとは、数学的思考力を身につけることで「思考の体力」を鍛える新

しいプログラムです。 

週１回５０分の講座で、「平面図形」「論理」「場合の数・場合分け・整数など」「立体図形」の４つの分野の「ク

リア問題」に挑戦し、これをクリアしていくことでゲームのようにステージステイタス(認定証が発行されます)

を上げていく仕組みになっています。 

ステージが上がるにつれて、少しずつ問題は難しくなっていきますが、自分自身で考え続けた分だけ、力が

ついていきます。パズルのように楽しみながら、さまざまな数学の世界に触れていきましょう。 

 

上記オプション講座（ベーシックウイング・ロジックツリー）のパンフレットをご用意しております。

ご希望の方は遠慮なくお申し付けください。 

 

 
 

《こんな人に特におススメします》 

・苦手な教科・単元の復習をしたい人 

・受験勉強のために、効率よくこれまでの総復習をしたい人 

・学校の予習や復習、定期テスト対策を充実させたい人 

・上の学年の先取り学習をしたい人 

・自分で買った問題集や通信添削がなかなか続かない人 

・英語や国語の読解問題対策をしたい人 
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■ 各種検定・模試 Test / Trial Exam  

 

1. 数学検定・算数検定（準 1 級 ～ 8 級） 

実用数学技能検定（数学検定・算数検定）は、算数・数学の実用

的な技能を測り、論理構成力をみる記述式の検定です。文部科

学省が後援しています。 

アルカディア数学教室では、定期的に学習効果を測る目的で、団

体受検を年間 2回（8月・2月）実施しています。 

2. 明日の学力診断『あすがく』（小学 4 年～中学 2 年対象） 

「明日の学力」診断『あすがく』とは、新学習指導要領での指導目

標としてこれからの子どもたちに求められる「生きる力」を評価す

る全く新しい診断テストです。これまで学んだ知識をどのように活

用するかを問う記述問題を中心に出題され、解答に至るまでの

過程を評価・診断することで、「知識・思考力・判断力・表現力」を

測ります。 

春と秋の年間 2回実施され、アルカディア数学教室では原則として年間 2回の参加をお願いしております。 

3. 五ツ木の模試テスト会（中学生対象・高校受験模試） 

「五ツ木のテスト会」は、延べ 16 万人が受験する近畿圏最大規模の会場模試です。実戦演習の場、最良

の復習教材、学力診断＆学力アップツール、そして、受験勉強のペースメーカーとして、継続して参加するこ

とが非常に有効です。そのため、高校受験をする中 3生には原則として毎回参加をお願いしています。 

4. 五ツ木・駸々堂テスト会（小学 5・6 年生対象・中学受験模試） 

『五ツ木・駸々堂中学進学学力テスト会』は、近畿２府４県の対象地域の私立・国公立中学校の募集人員

の約 55％（2018 年度）が受験する、志望校判定の精度の高い近畿圏最大規模の会場模試です。中学受

験をする小学 5・6年生には、原則として毎回参加をお願いしています。 
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■ 入塾資格 Requirements  

 

当教室では学力によって入塾を判断するためのテスト（いわゆる入塾テスト）は行っておりません。 

  

しかし、当教室は生徒達が自身の真の自立を目指し、学力向上のために個々の課題に自発的に取り組

むための場である以上、全員が気持ちよく学習できる環境でなければならないと考えています。 

  

したがいまして、以下の要項に該当する方の入塾はお断りさせていただきます。 

また、入塾後であっても以下の要項に該当すると判断された場合、通塾停止または退塾処分とさせて

いただきます。 

  

・自分から入塾したいという意思表示の無い生徒 

・成績を上げたいという向上意欲の無い生徒 

・成績を上げるための努力をする気の無い生徒 

・当教室の風紀に相応しくないと判断される行為をする生徒 

・塾、他の生徒および近隣に対して迷惑行為をする生徒 

・その他、違法行為や社会通念上許されない行為をする生徒 

・アルカディア数学教室のきまりを守れない生徒 

 

 以上、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

アルカディア数学教室のきまり 

⚫ 教室内での飲食は原則禁止です（水・お茶などの水分補給は認めます）。 

⚫ 携帯電話の持参は認めますが、教室内での使用は禁止します。 

授業中の使用があった場合、保護者が取りに来られるまで没収させていただきます。 

⚫ スリッパの使用を希望される方は毎回持参してください（貸し出しはいたしません）。 

⚫ 不平・不満や「できない」などの後ろ向きな発言（ネガティブ・ワード）は禁止です。 

⚫ よいと思ったことは、自分から進んでやりましょう。 

「言われたことだけすればいい」という考えは絶対にしないように！ 

⚫ 目的意識を持ち、何事にも全力で取り組みましょう。 

⚫ 自分の行動と結果には、自分で責任を持ちましょう。言い訳はしないこと！ 
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■ 入塾手続き Entrance Formalities  

 

無料体験授業受講をご希望の方は、事前に入塾説明・カウンセリングを受けていた

だくようお願いしております。入塾説明・カウンセリングのご予約は、専用サイトか

らのお申込みが便利です。右記の QRコードからパソコン・スマートフォンでお申し込

みください。電話（06-6167-5789）またはメール（info@arcadia-ms.com）でも

ご予約を承ります。 

カウンセリングの後、授業（80分）と演習テストを無料で各 1回体験受講していた

だけます。体験授業終了後に引き続き入塾を希望される場合は、下記の申込書類と初

回授業料のご請求明細と月謝袋をお渡しいたします。 

申込書類をご提出いただき、初回授業料をお納めいただきますと手続き完了となります。 

 

入塾説明・カウンセリング受講時にご記入いただく書類 

・来塾者アンケート（体験授業をよりよいものにするためにご協力をお願いいたします） 

ご入塾時にご提出いただく書類 

・入塾申込書 １通（裏面の規約について、同意の署名と印鑑をお願いいたします） 

・受講申込書 １通（受講されるコースと通塾希望日をご記入ください） 

・預金口座振替依頼書 １通（毎月の月謝を口座振替するための申込書になります） 

 

 《セーフティメールシステムのご案内》 

「セーフティメールシステム」は、お子さまが教室に到着した時間と教室を退出した時間を 

保護者のみなさまの携帯電話にメールでリアルタイムにお知らせするサービスです。 

入塾申込書にご記入いただきましたメールアドレス宛に送信させていただきます。 

サービス開始に際しまして、携帯電話などで迷惑メール設定をされている方は、 

 

info01@bitcampus.ne.jp （セーフティメール） 

info@arcadia-ms.com（教室からの連絡メール） 

 

からのメールが受信できますように、受信設定をお願いいたします。 

受信設定についてご不明な方は、ご契約の携帯電話会社までお問い合わせをお願いいたします。 

 

無料カウンセリング予約サイト 

（24時間自動受付） 
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■ アクセス Access  

 

 

アルカディア数学教室 

〒536-0005 

城東区中央２－６－１６ 

 

・京阪電鉄でお越しの方 

野江駅東側出口より南へ徒歩５分 

・JR おおさか東線でお越しの方 

 JR 野江駅より南へ徒歩７分 

・地下鉄でお越しの方 

蒲生四丁目駅７号出口より北西へ徒歩６分 

・バスでお越しの方 

蒲生三丁目バス停より北へ徒歩５分 

 

周辺道路は駐車禁止です。お車でお越しのかたは近隣の 

コイン駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 
お問い合わせは、お電話、メール、ホームページの専用フォームからお願いいたします。 

・電話/FAX：06-6167-5789 

・メール：info@arcadia-ms.com 

・ホームページアドレス 

https://www.arcadia-ms.com 
 

電話受付時間：火曜～土曜 16 時～21 時 

定休日：日曜・月曜・祝日 

 


