
× セミナー



本⽇のテーマ



冬期講習・来期に向けて

飛躍する！



Profile
柴山 健太郎 KENTARO SHIBAYAMA
（株） Freewillトータルエデュケーション 代表取締役
（社）JAPANセルフマネジメント協会 理事
NPO法人 Faro 代表理事

大学在学中、日本の教育に疑問を感じ

スウェーデンへ教育視察に。

そこで、日本の教育改革を決意、大学卒業後カナダへ留学し、

ケンブリッジ大学Teaching Knowledge Testにて各テスト好成績を残す

2006年、Freewillトータルエデュケーションを設立。

現在、生徒数260人以上、指導生徒数のべ3500人以上

脳科学や子供の発育発達を考えた教育など、

独自の指導法と教育理念から、メディアからの取材も多い



コンサル１年以上の全顧問先の全実績の平均

生徒数平均 ２７５.２%増加

約1.５倍

年商平均 ４１２.４%増加



コンサル１年以上の顧問先の実績例

P塾（東京中部）生徒数 29名 → 109名 375.9%UP

年 商 812万→4131万 508.7%UP

T塾（関西） 生徒数 68名 → 114名 167.6%UP

年 商 2058万→4097万 199.1%UP

S塾（東京南部）生徒数 13名 → 76名 584.6%UP

年 商 338万→3230万 955.6%UP
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3000万円の壁・・・

売上高 1000万未満 1000万〜3000万 3000万〜1億 1億〜5億 5億以上 合計

2018年
27188 11156 6581 1752 57 46734

58.18% 23.87% 14.08% 3.75% 0.12% 100.00%

2019年
28240 14111 8479 1832 38 52700

53.59% 26.78% 16.09% 3.48% 0.07% 100.00%

2019年全国で3000万の壁を

超えているのはわずか

１９.６３%・・・



コンサル１年以上の顧問先の実績の例

P塾の1回の講習売上 155万→521万

T塾の1回の講習売上 160万→360万

S塾の1回の講習売上 0→119万

講習売上を見てみると・・・

（コンサル前 → コンサル後）

講習は改善の余地がものすごくある！



3000万の壁を越えるポイントが季節講習！



冬期講習・来期に向けて

飛躍する！



第５講座

冬期までにするべき社員・講師育成

ここがポイント

～社員・講師を育てる具体的な社内育成の仕組みづくり～



学習塾経営における課題・聞きたいこと

１、集客に関して
２、講師育成に関して
３、講師採⽤に関して
４、教務に関して
５、⽇々の教室運営に関して
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このセミナーでお伝えすること

社員・講師を育てる具体的な社内育成の仕組みづくり

塾の人材育成
のポイント

具体的な

育成方法

3ヶ月で
0.8人前の
仕組みづくり



塾の人材育成のポイント



想い×スキル



想い×スキル



指導理念

指導目標

指導方針



1校舎３０００万円

売り上げる塾を創る



経営計画をつくれば

ゴールにたどり着く！



学習塾経営者の悩み ・ ・ ・

「なかなか社員が育たない」

「人に任せることができていない」

「いつまでたっても自分が一番忙しい」



行き当たりばったり経営



それは経営の仕組化

ができていないからです



経営計画をつくれば

ゴールにたどり着く！
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＜構成＞

ミッション

戦略

方針

戦術



ミッション

理念
企業の使命や存在意義、何を達成したいのか

ビジョン
目指すべき方向、将来（通常5年〜10年）あるべき姿

バリュー（行動指針）
企業の価値観、理念・ビジョンをどうやって、

何を大切にしながら達成していくのかという、

行動の判断基準

Copyrights © Freewill Total Education.  All Rights Reserved.



想い×スキル



ステージ１ １教室30名以内

ステージ２ １教室50名以内

ステージ３ １教室80名以内

ステージ４ １教室100名以上

ステージ５ 複数教室経営

教室のステージに合わせた人材育成



学習塾運営事業

開業〜50名

１人で１教室80人〜140人

自分が現場に入らずに３教室で約400名
恵比寿校 70名 （中途1年目30代室長）
恵比寿校高校部 60名 （30代前半の室長・恵比寿を分校）
世田谷校 133名（新卒4年目室長）
中目黒校 124名（20代の室長）

職人

マネージャー

経営

教務の仕組化

運営の仕組化

教室運営事業で2億1 ,000万（8月売上4 ,000万）



このセミナーでお伝えすること

社員・講師を育てる具体的な社内育成の仕組みづくり

塾の人材育成
のポイント

具体的な

育成方法

3ヶ月で
0.8人前の
仕組みづくり



○職人として修行 (３年間の苦労)

自分の強みとは？自塾の特徴とは？

授業の質は大事、でもそれだけでは生徒は集まらない。

○マネージャーとして修行（４年間コツコツと人の育成）

人を育てる、イライラ・・・。

授業の質が心配。

○経営者として修行（７年間コツコツと仕組みづくり）

本当に現場から抜けられるのか？

入説・保護者面談は大丈夫？



１０年以上かかって創りあげたものを・・・

講師(教務)としては、

3ヶ月で０.８人前の仕組みに

教室責任者（運営）としては、

１年〜２年で０.８人前の仕組みに



講師(教務)を3ヶ月で０.８人前に育てる仕組み



自塾の理想の講師を定義する



・研修

・フィードバック

・ミーティング

の仕組み化



講師(教務)を3ヶ月で０.８人前に育てる仕組み



このセミナーでお伝えすること

社員・講師を育てる具体的な社内育成の仕組みづくり

塾の人材育成
のポイント

具体的な

育成方法

3ヶ月で
0.8人前の
仕組みづくり



・研修

・フィードバック

・ミーティング

の仕組み化



塾長が行っている授業を

見える化する



行動科学マネジメント



授業前は？

授業中は？

授業後は？



チェックリストの作成



・研修

・フィードバック

・ミーティング

の仕組み化



講師研修の仕組みづくり



塾長が行っている授業を

見える化する



現場に出る前に

事前に伝えておきたいことを

ピックアップ



現場前研修として行う



・研修

・フィードバック

・ミーティング

の仕組み化



フィードバックの仕組みづくり



チェックリストの作成



現場に出てからの3ヶ月は

チェックシートを書いてもらう



全てにチェックがつくように

3ヶ月間サポートする



・研修

・フィードバック

・ミーティング

の仕組み化



ミーティングの仕組みづくり



メインの授業時間の前に

毎日10分講師とMTG



・講師への承認

・伝達事項

・指導の中で行って欲しいこと



このセミナーでお伝えすること

社員・講師を育てる具体的な社内育成の仕組みづくり

塾の人材育成
のポイント

具体的な

育成方法

3ヶ月で
0.8人前の
仕組みづくり



学 習 塾 経 営 参 考 動 画

＜補足動画＞



完全版資料はこちらからダウンロードできます

https://form.k3r.jp/freewill/20211001

https://form.k3r.jp/freewill/20211001


無料 学習塾経営参考動画

動画はこちらからご覧いただけます

＜補足動画＞



× セミナー


