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あいさつ 

代表 樫原汰征 （広島修道大学 法学部） 

2017 年 個別指導塾スタンダードでアルバイト開始 

2018 年 個別指導塾スタンダード教室長代理 

2020 年 3 月 個別指導塾スタンダード退社 

2020 年 4 月 家庭教師 All Ways を設立 

〜親身に 1 人 1 人に接することを大切にしたい〜 

アルバイト時代、夏期講習・冬季講習・新学期前に生徒をたくさん集めることにみんな集中していました。しかし、

１人１人の成績や性格まで把握されずに指導されることが何度も見られたため、嫌気がさしました。 

少ない人数でも、親身になって寄り添って確実に成績を伸ばしたいと思い家庭教師を始めることにしました。 

そして私には、フリースクールを設立したいという夢があります。 

どうして塾ではなく"フリースクール"なのかという理由は、点数アップだけが目的ではなく、全ての生徒が様々な個

性、長所、あるいはまだ見つけられてなかった意外な自分の一面なども自由に学べるようにしたいからです。 

安佐南区ではたくさんの中学校や高校があります。しかしあまり勉強ができる場所がありません。 

以前生徒から「近くに勉強できるとこあったら嬉しい」と言われたことがありました。気軽に行けて、能動的に勉強が

できる。そして、子供から大人まで使える。そんなスペースを作りたいと思っています。 
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❶の例 

・分からない事を好きなことや、得意なことに結びつけて指導。 

❷の例 

・生徒が先生役として、前回習ったことを自分の言葉で説明してもらう。 

❸の例 

・最近読んだ本やよく知っていることを教えてもらう。 

All Waysの教育方針 

 ❶個性と強みを生かす 

 

 

 

教科の得意不得意だけでなく、生徒の個性や性格を大切にします。自分の強みを

知って、最大限発揮できるようにアシストしていきます。 

まだ知らなかった自分の個性、強みも見つけられるように指導します。 

❷本質まで理解させる 

 

詰め込み勉強での理解は役に立ちません。本質まで理解して、別の視点でも考え

られる。それが”理解”だと考えています。 

理解できたことを増やして、それが一生の財産になるように指導します。 

❸同じ目線で接する 

 

生徒からも学ぶことがたくさんあります。一緒に生徒と勉強していくためには同じ目線

で接することが大切だと考えています。 

一緒に勉強をして目標達成ができるように指導します。 
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（成功例） 

・小学 4 年生・・・２０分掛かっていた九九のテストが、６分台で解けるように。 

・小学 6 年生・・・5 年生から中学受験を目指し、初めは１０分程度の集中力が 

          ５０分以上維持できるようになり、無事合格。 

 

コース案内 小学生 

〜学習体力を身につける〜 

 

 

 

All Ways では小学生からでも、最低１コマ６０分となっています。 

早くから勉強する体力を身に付け、集中力を高めるためです。 

初めは全く集中力が続かなくても、知らない間に慣れてきて集中時間は 

伸びてきます。 

〜小さな成功体験を積み重ねていく〜 

 

成功体験は、物事を続けていくためには不可欠なものです。 

授業内では必ず、分かったことを１つでも見つけてから終わらせます。 

例えば、確認テストや暗記テストで正解数が増えること、百ます計算などを利用し、

前回よりもタイムが縮んだことで成功体験を経験し、自信に繋げます。 

 

指導料 

・8.000円（１コマ60分×2,000円） 

・9.600 円（１コマ 75 分×2,400 円) 

※授業料は学年が上がっても変わりません。 
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（成功例） 

・中学３年生・・・大の苦手であった英語が、試験当日４２点を取り無事、志望校

合格。 

中学生 

〜要となるのは国語力〜 

 

 

 

どの教科でも必ず言語である日本語を使います。インプットに使う「読解力」、 

アウトプットに使う「表現力」が非常に大切です。 

国語力を上げることこそ、成績向上への道だと考えています。 

〜勉強量が増える英語を得意に〜 

 

2021 年度から、教科書が改訂されました。 

単語数は 4~600 語程度増加し、文法内容も前倒しされます。 

All Ways では英語の嫌なイメージ（文法や単語を覚える量が多い）を 

払拭して指導します。 

指導料 

・週１コース（90 分×月 4 回） 

11.200 円（１コマ 2.800 円） 

・週２コース（９０分×月 8 回） 

20.800 円（１コマ 2.600 円) 

※授業料は学年が上がっても変わりません。 
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（成功例） 

・高校３年生・・・センター国語（２０１８年）の現代文で１００点中９８点。 

          広島大学 工学部合格。 

高校生 

〜知識量をストックさせる〜 

 

 

 

高校では、社会科学、人文科学、自然科学と扱う内容も高度になっていきます。 

All ways では知識と教養を身につけて、大学受験に臨ませます。 

そして、その教養は一生財産として使えるようにします。 

〜将来を想定した勉強〜 

 

大学生や社会人になり、意見を伝える・把握する機会が増えることを想定し、 

まずはその一歩として文章を要約する力を身につけます。 

指導料 

・週１コース（90 分×月 4 回） 

12.800 円（１コマ 3.200 円） 

・週２コース（９０分×月 8 回） 

24.000 円（１コマ 3.000 円) 

※授業料は学年が上がっても変わりません。 
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All waysのオンライン指導 

〜１対１だからしっかり質問できる〜 

 

 

 

All ways のオンライン指導は必ず１対１です。 

学校進度・成績に不安を持たれている方、塾や家庭教師を雇いたいけれど感染 

に不安を持っている方にサポートを行います。 

〜ZOOM を用いた指導〜 
オンライン指導では Zoom を用います。 

学校課題の質問、予習・復習のアシスト、勉強計画の作成、進路の相談、教材 

の相談や活用方法を指導します。 

指導料 〜学年問わず一律料金〜 

週１コース（６０分×月４回） 

6.400 円（１コマ 1.600 円） 

週２コース（６０分×月８回） 

12.000 円（１コマ 1.500 円) 

※週１コースの場合、６０分を週２回に分けることもできます。 

（例）月曜日に３０分と木曜日に３０分など。 
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割引制度 

その１ 兄弟割引 

 

 
指導料より１０％割引をいたします。 

その２ ひとり親割引 

指導料より１０％割引をいたします。 

その３ ペア割引 

友達同士などで一緒に指導を受ける際、それぞれの月謝から５％割引をいたします。 

ケース ひとり親割引を受ける場合 

・中学生 週１コースだと・・・ 

11.200 円→10.080 円 

ケース ペア割引を受ける場合 

 

小学生 A さんと B さんともに 

週１だと・・・ 

8.000 円→7.600 円 
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そのほかにも・・・ 

・充実した指導報告書 

毎回の指導内容がよくわかります。 

・１０分までの延長指導無料 

※スケジュールによってはできない場合もあります 

All Ways の強み 

その１ 変わらない指導料 

 

 

ほとんどの家庭教師では、学年が上がると指導料が上がります。 

しかし All Ways では小学生、中学生、高校生と分けているだけで指導料は 

変わりません。 

小学生から中学生へ、中学生から高校生に上がっても大きく指導料は変わりません。 

その２ 入会金・管理費・交通費一切なし 
月謝が安いところでも入会金・管理費・交通費はご家庭が負担することが多いですが、 

All Ways では一切いただきません。 

いただくのは、毎月の指導料のみです。 

 

その３ 定期的な面談と授業後サポート 
長期休暇前、使用テキスト使用後などに面談をし、これまでの成長とこれからの目標を

共有します。面談以外にも、いつでも時間を設けて相談を受け付けます。 

生徒、保護者、教師が三位一体となるように心がけます。 

また、授業後にできた質問はメール、LINE などでいつでも受け付けます。ご兄弟がいた

場合、ちょっとした質問にもいつでも受け付けます。 

 



 10 

 

 

 

 

 

合格実績 

高校生 

 

 

広島大学 工学部 

県立広島大学 地域創生学部 

島根県立大学 総合政策学部 

広島修道大学 人文学部 

広島修道大学 健康科学部 

安田女子大学 家政学部 

中学生 
祇園北高校 

沼田高校 

市立広島工業 

高陽高校 

進徳女子高校 

広陵高校 など 

小学生 
城北中学校 

なぎさ中学校 
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私は中学３年生の半ば頃から樫原先生にお世話になりました。 

数学が苦手で、テスト前や受験前にどう勉強していいのかわからなかったのですが、樫原先生が私に合った勉強法を一緒になって

考えてくださりとても支えになりました！ 

そして、わからないところはわかるようになるまで熱心に教えていただきました！勉強だけでなく、樫原先生はすごく親しみやすくてプ

ライベートなど、いろんなお話をしてくれるので勉強を飽きずに楽しくすることができました！！ 

何から何までサポートしてくださり、生徒のことを一番に考えてくれる、本当にすごくいい先生です。私は樫原先生に出会えて良かっ

たと思っています！                                        沼田高校 

 

                                                        

卒業生からの声〜原文のまま掲載します〜 

高校生 

 

 

 樫原先生には本当にお世話になりました。僕は、古典が苦手で、先生には主に古典を教えてもらってました。どう勉強すれば

分からない僕に、「古典は時代背景が大切になってくる」という、新たな視点を示してくれました。単語をとにかく覚えるしかないと

考えていた僕にとっては、勉強の仕方を変える大きな一歩になったと思います。それからは、ただひたすらに勉強するのではなく、

どこが大切なのか、どの作品が頻出なのかなど、1 人で勉強しているだけでは知ることのできないことを教えて頂きながら、学習を

進めていきました。そのおかげか、少しずつ点数が上がっていき、最終的にはセンター試験で古典 8 割という目標を達成すること

が出来ました。 

 僕がもし、先生と出会わず、一人で学習していたならば、今のように充実した生活を過ごすことが出来ていなかったと思いま

す。先生は、本当に生徒思いな方で、担当する生徒の成績を伸ばすことはもちろん、勉強以外の部分でも成長させてくれる方

だと断言できます。今、悩んでいる人がこれを読んで、一歩踏み出せるといいなと思います。 広島大学 工学部 

中学生 

 Instagram QR コード 



 12 

【お問い合わせ】 

℡ ０９０−９４５６−２０９７ 

メールアドレス 

study.allways.2.0.2.0@gmail.com 
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