
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間違いだらけの塾選び。 
川崎市麻生区の小・中・高校生ならびに保護者の皆さんへ 

塾選びの季節になりました。きょうは、この道 26 年目の学習塾フェイマ

スアカデミー代表・福嶋が、よくある塾選びの間違いについて書きます。 

以下の８つはすべて間違いです。さてなぜでしょう！？（答えはウラに） 

 

大手塾は個人塾より安心であり多くの面で信頼できる。 

 

塾の先生は学生教師とプロ教師が半々くらいだ。 

 

月謝は安いほどいい。月謝が高い塾は利益主義だ。 

 

難関校・難関学部への合格実績が多いほどいい塾だ。 

 

予備校と塾だったら予備校のほうがレベルが上だ。 

 

せっかく私立に入ったんだから塾なんていらないわ。 

 

大学受験の塾通いは高校２年くらいからで十分だ。 

 

塾ごとのオリジナル教材がないところは信用できない。 

 

新百合ヶ丘駅徒歩２分！ 

算数・数学・物理の専門塾 

小３～高３(高卒)対象。 

教師はプロ教師のみ。 

月謝・合格実績はウラへ☟ 

2018 年 3 月、開校 5 年目を迎えラインナップ拡大！個別指導はキャンセル待ち

続出中！学年の切り替わり時期である今を逃すと１年近く空きが出ないことも！ 

教師陣紹介 当塾の教師は学生アルバイトゼロ。全員が経験豊富なプロ教師です。 

福嶋淳史（代表取締役） 
1972 年横浜生。慶応義塾大学

在学中より 22 年間、大手学習

塾「栄光ゼミナール」にて教壇にた

つ。青葉台校教務主任・藤が丘

校室長・宮前平校室長。神奈川

県内 30 教室以上の高校入試を

統括。首都圏高校入試数学科

責任者。早慶国立開成向け数学

講座を 10 年間担当。大学受験

部門 navio では早慶上智コース

数学を担当。社内全体の高校入

試数学カリキュラム・教材・テスト

制作などを総指揮。全国から数千

名が参加する授業力コンテストで

は準グランプリを獲得。中高大すべ

ての入試におけるスペシャリスト。

2014 年に独立。著書 5 冊、教

育雑誌等への掲載も多数。TV出

演もあり。指導歴 26 年、直接指

導した生徒数は 5000 名以上。

趣味は将棋(三段)・テニスなど。 

 

代表福嶋の著書一覧 2013 年～2016 年・発行部数５万部以上 

https://yowaimushi.com 

044-952-2940 
電話受付：日祝を除く 

13：00～19：00 

〒215-0021 

川崎市上麻生 1-15-12 

新百合和田文ビル 201 

より詳しくは情報満載のホームページへ！ 

☞ 授業動画・教室写真・合格体験記・ブログなどもあります 

これが出る頃は大学入試シーズンです。大学受験生の皆さん、実力を存分に発揮し志望校合格を勝ち取って

ください！……惜しくも不合格だった方。人は失敗からしか学べません。これを糧に再び前進を！ 

 

和田直己 (教務主任) 
1988 年東京生。 

慶応義塾大学 SFC 在学

中より大手学習塾「栄光ゼ

ミナール」にて教壇にたつ。 

算数・数学を中心に英語

や理科などオールラウンドに

指導。有名校への合格実

績多数。2018 年 3 月より

栄光を退職し、このフェイマ

スアカデミーに入社。かつて

ラスベガスで就職しようかと

思っていたほどのポーカー

通。指導歴 9 年。 

飯泉摩美 (非常勤) 
茅ヶ崎市生。大学で物理学

科を卒業し、中高理科教員

免許を取得。医学部受験

専門予備校・有名私立高

校・大手学習塾等にて物理

を中心に多くの指導経験を

もつ。大学別模試等も制

作。映像授業「学びエイド」

では「物理の鉄人」として活

躍。週 7 日 6 つの予備校や

学校を兼務するスーパー教

師。当社での指導は 3 年目

(4 月より週 2 回勤務)。 

指導歴 11 年。一児の母。 

渡辺幸太郎 (非常勤) 
1983 年東京生。 

明治大学理工学部数学科

を卒業し、中高数学教員免

許を取得。医学部受験専

門予備校・有名私立高校・

大手学習塾等にて数学を

中心に多くの指導経験をも

つ。2018 年 4 月より当社に

て週 2 回高校生を指導予

定。テレビ番組制作会社に

て AD を 2 年間務めていたと

いう異色の経験を持つ。 

指導歴 9 年。趣味は落語。 

週 2 回勤務。 

お蔭様でまもなく塾生数 100名突破！ 

フェイマスアカデミー 検 索 



 

 

 

 

 

 

2015～2017 年入試結果 

【中学入試】 受験者実数 19 名 

栄光(2)・鴎友(2)・大妻多摩(2)・海城・開成・

開智・鎌倉学園・栄東(2)・サレジオ学院・秀光・

西武文理・東京都市大等々力・東京都市大付

属(2)・東京農大一(2)・桐光・土佐塾・長崎日

大(3)・西大和・日大第三・日本女子大附・函館

ﾗｻｰﾙ(2)・平塚中等教育・山手学院・国大横浜 

 

【高校入試】 受験者実数 4 名 

愛光・生田・慶應義塾・国立高専・サレジオ高

専・都立産業技術高専・桐蔭学園(理数) ・東

京学芸大附属・宝仙学園理数ｲﾝﾀｰ・早稲田大

学本庄高等学院 

 

【大学入試】 受験者実数 6 名(現役のみ) 

神奈川工科大・工学院大・産業医科大学(医学

部医学科)・専修大・昭和薬科大・東海大(2)・

東京工科大(2)・東京電機大・明治学院大 
 

※（ ）内は人数 

 

2018 年入試 現在進行中！ 
【速報】2/3(土)23：00 時点の途中経過です。 

 

【中学入試】 受験者実数 7 名 

麻布・栄光学園・桜美林・大妻多摩・開智日本橋・ 

かえつ有明・カリタス女子(2)・恵泉・晃華学園・ 

渋谷幕張・聖セシリア・土佐塾・桐蔭学園(理数)・ 

長崎日大・灘(兵庫)・西大和学園・二松学舎大柏・ 

聖園女学院 

 

【高校入試】 受験者実数２名 

慶應ニューヨーク学院（・・・２月校はこれから！） 

 

【大学入試】 受験者実数 7 名（現役のみ） 

東京医科大学（医学部医学科） 

日本大学（文理学部史学科） 

日本大学（生物資源科学部・獣医学科） 

日本女子大学（文学部英文学科） 

（・・・大学入試はまだまだこれから！！） 

 

続報はホームページにてご確認ください！ 

◆集団指導コース（週 1 ｺﾏ 90 分×月 4 回＝15,000 円／週 2 ｺﾏ 180 分×月 4 回＝28,000 円） 

《 現在設置しているコース 》 

□中１～中２：一貫校生向けハイレベル数学コース（週１日 1 コマ） 

□中３～高３：一貫校生向けハイレベル数学コース（週 1 日２コマ）（既卒生応相談） 

《 4 月から新設するコース 》 

□新中３：高校受験ハイレベル数学コース（週 1 日 1 コマ）※公立トップ・私立難関校向け 

□新高１：高入生向け数学コース（週 1 日２コマ）※高校受験を経て高校に入学された方対象 

□新高２：一貫校生向けスタンダード数学コース（週 1 日２コマ） 

□新中３～新高１：物理基礎・化学基礎コース（週 1 日 1 コマ）※物理・化学を交互に進めます 

□新高１～新高３：スタンダード物理コース・ハイレベル物理コース（週1 日 1コマ）（既卒生応相談） 

◆個別指導１対２コース（週 1 日 1 コマ 90 分×月 4 回＝28,000 円／週 3 コマまで受講可） 

□小３～高３（既卒）オーダーメイドカリキュラム（算数・数学を中心に英語・理科までサポート可能） 

下記受講料以外に入塾金 23,000 円／月々維持費 1,000 円＋プリント代 500～1,000 円が必要。 

教材費はコースごとに実費にて購入。兄弟姉妹同時在籍でそれぞれ受講料 1 割引。価格はすべて税抜。 

設置コースと経費 
中１～高卒：集団・個別が選べます。 

小３～小６：個別指導のみ。 

入試結果一覧 2014 年開講以降の全合格実績です。50 音順に表記。 

「間違いだらけの塾選び」 

の答えはこちら。 

① 私もかつて長年大手に勤めていました。大手は確かにコンプライアンス的な面では安心です。しかしこ

と大切な我が子を預ける塾として本当に安心といえるでしょうか？ 大手は 1 クラスあたりの人数も多く

一人一人に目が行き届きにくい場合もあります。また大手は多くの場合正社員が数人で残りはアルバイト

学生という状態です。大手だから安心とは言い切れません。フェイマスアカデミーはグループでも 12名定

員。かつ代表・福嶋が全生徒の顔・名前・学校だけでなく苦手教科や成績まですべて把握しています。 

② とくに小中学生をターゲットにした学習塾は、８割がアルバイト学生で成り立っています。個別指導は

ほぼ９割といっても過言ではないでしょう。学生講師だから指導スキルが低いわけではないにしても、経

験不足は否めません。また自己都合で欠勤したり突然やめたりということも多く、デメリットが多くあり

ます。一方フェイマスアカデミーはプロ教師のみの塾ですのでその点はご安心ください。 

③ 安かろう悪かろうです。人にものを教えるというサービスの対価は決定しづらいものですが、フェイマ

スアカデミーは一般的な他社よりほんの少しだけ高額になっています。これは学生教師ばかりの塾と同額

ではプロ教師のみの当塾を選んでいただくお客様に対して失礼であると考えているからです。 

④ 合格実績の数値は参考程度にしかなりません。母集団の数が表示されていないことが多いためです。た

とえば御三家や医学部に 100 名入っている塾・予備校ならその裏には数百名の不合格者がいます。実績が

高いほど不合格者も多いのです。だからすごい実績の塾に入ったのに志望校に受からなかったということ

もあるわけです。見るべきは「どういうレベルの子がどこまで引き上げてもらったのか」という点のみ。

「どこの塾に行っても合格できるような子」が出している実績にはあまり意味はありません。フェイマス

アカデミーでは「普通の子」を伸ばしていくことにこそ情熱を注いでいます。 

⑤ 確かに予備校の先生には指導技術や知識レベルの高い教師が多いです。しかし、大学受験予備校はほと

んどが平均数十名のクラスでいまだにマイクで授業されているところも多いです。つまり生徒と教師の距

離が遠いのです。出欠もとらない。1 人 1 人の名前も顔も一致しない。宿題もない。理解できなくても質

問できない。予習復習を計画的に自らできる受験生であれば別ですがそうでないと成果が出にくいのです。

その点フェイマスアカデミーは予備校と塾の「いいとこどり」をしていますので生徒と教師の距離も良い

意味で近く容易には「サボれない」環境であり、授業中の質問も気楽にできるメリットがあります。 

⑥ 私立生の多くが塾に通っています。これはきちんと調べたわけではないですが、少なくとも各学校の上

位 2 割と下位 2 割は塾に通っているのではないでしょうか。上位はさらに上位を目指すため。下位はこれ

以上落ちこぼれないようにと塾に行くのがふつうです。間の６割は、だいたいがどちらかの予備軍ですが、

一番認識が甘く危機意識のない層ともいえます。フェイマスアカデミーは中高生在籍の９割以上が中高一

貫校生であり、私国立生向けの専門指導を行っています。いつも自分の力を他校の生徒と比較できます。 

⑦ 「大学受験勉強は中１から」です。こと数学については、フェイマスアカデミーのグループ指導カリキ

ュラムでは中２で中３内容がすべて終了し中３の４月から数学Ⅰ・A に入ります。そして速いクラスでは

高１の 10 月から数Ⅲに入るカリキュラムとなります。これはつまり中３の春から大学受験に直結する内

容になっているということを意味します。そしてこのカリキュラム速度についていくには中３から始めた

のではやや苦しく、できる限り中１から始めておくことがスムーズに進めるためのカギとなるのです。 

⑧ 教材は重要ですが、塾専用教材というのは「指導者ありき」で作られており、市販のものより質が高い

とは言い切れません。練りに練って作られた学参版元の書籍だからこそ、わかりやすく使いやすいという

ものも多いのです。フェイマスアカデミーでは中高生には「体系数学」「チャート式」「１対１対応の演習」

などの市販教材にオリジナルプリント教材を併せて使用しています。内容のよい教材を指導者の助けを得

て学習することが、最も学力向上に寄与することでしょう。 

 

新中１数学 

入門講座は３月

開講！(全 4 回) 


