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  ひとり親家庭の中学生学習教室ひとり親家庭看護学校進学支援事業 

 

【取り組む背景】 

①シングルマザーファザーなどの社会的な弱者は,塾などの教育費に余裕がない。学力の

低さは著しい。子女の学習支援は不可欠である。加えて不登校の子女が増加している。支援

が必要である。②2025 年問題で医療系の人材不足という問題が起こる。対象者が看護師の

資格取得により経済的安定がなされ子女の教育費も捻出可能となり、①②の問題解決に寄

与できる。(平均年収正看護師:478万円,准看護師:396万円、熊本県 401万円 H23年度厚労

省)しかしながら入学試験を突破する実力がないと諦められる方が多い。この事業は③保護

者の子女(中学生)の学力向上行う。④看護系学校への受験指導を行い対象者が看護師とし

て経済的に安定をしていただくこと。当事業は③④を目的とする。 

【事業内容と目標】 

1.「ひとり親家庭の中学生の学習教室」 

(1)時期 2020年 4月～2021年 3月   

(2)場所 江原予備校(NPO事務局)         

(3)参加者 中学生 15名 1カ月 4回×4時間×12カ月のべ 192時間の指導  

(4)内容 基礎学力回復と受験個別指導    

2.「ひとり親家庭看護学校進学支援事業」 

(1)時期 2020年 4月～2021年 3月   

(2)場所 江原予備校(NPO事務局)         

(3)参加者 ひとり親家庭父母または高校生 15名 1カ月 4回×4時間×12カ月のべ 192

時間の指導         

(4)内容 志望する看護学校(主に正看護)への受験指導                               

3.「ひとり親家庭の遠隔地の方・不登校の中学生のオンライン指導」 

(1)時期 2020年 4月～2021年 3月         

(2)場所 江原予備校(NPO事務局)     

(3)参加者 ひとり親家庭父母または中高校生 10名  1カ月 4回×4時間×12カ月の

べ 192時間の指導    

(4)内容 1.2の生徒を携帯や PCのオンラインで指導する      

4.広報活動  

(1)内容 体験談、体験指導への勧誘・相談会の実施の情報を HP作成・ブログ・SNS作成

する。パンフレットを作成し、公共施設に設置する。 
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  【事業 1】「ひとり親家庭の中学生の学習教室」  

 事業目標(予定) 事業実績 

(1)時期 2020年 4月～2021年 3月 

(2)場所江原予備校(NPO事務局) 

(3)対象中学生 15名 

1カ月 4回×4時間×12カ月のべ 

192時間の指導 

(4)内容基礎学力回復と受験個別指導 

1.「ひとり親家庭の中学生の学習教室」 

(1)時期 2020年 4月 1日～ 

2021年 3月 31日 

(2)場所江原予備校(NPO事務局) 

(3)対象中学生 15名 1カ月 4回×4時間×

12カ月のべ 192時間の指導 

(4)内容基礎学力回復と受験個別指導 

成功したこととその要因 失敗したこととその要因 

【成功したこと】①目標人数 15名を達成でき

た。②中学 3年生 6名全員志望高校合格③学年平

均以上 47%達成(4月 20%) ④やる気が出たという

保護者の報告 90%あった。⑤上位 20%以内の生徒

が 2名出た。                                               

【要因】① 熊本県母子会のひとり親家庭のご協

力とお母さん方の口コミがあった。菊池市・合志

市の協力があった。HPからの問い合わせがあっ

た。コロナ渦があり経済的な背景があった。②当

団体のテキストで学習した。入試対策テキストを

新たに基礎編を作った。一斉指導に切り替えた。

③生徒全員のうなづく回数が次第に増えた。小学

校の分数から中 3数学までを 3か月で終え、学校

の進度に追いき生徒の自信につながった。④短期

間で学校進度に追いついたことが大きい。⑤上位

に入った生徒は応用テキストを個別で指導した。  

全体として、今回の生徒は底辺にいる生徒が多く

かなり私たちが危機感を抱いたことが大きいと考

える。本当に学校に追いつけるかが心配だった。

当団体のテキストを単純化して再編したことと、

個別では対応できないため一斉指導に切り替えた

ことが大きいと思う。本当に懸命に指導しなけれ

ばならなかった状況であった。それが生徒に伝わ

ったと考える。 

【失敗したこと】①3名の退塾者が出たこと。②

全くやる気のない生徒 1名への対応ができなかっ

た。③学年順位下位 10%以内の生徒 1名の成績が

伸ばせなかった。志望高校は合格した。④中学 3

年生は週 1回の指導では数学英語理科社会で終始

し国語が後回しになった。⑤月謝が取れなかっ

た。コロナ渦があり経済的に厳しい家庭が多かっ

た。【要因】①3名(学年成績順位下位 20%以内の

生徒)の成績を伸ばせなかった。「週 1回の指導で

追いつかない」とお母さまが心配された。②「自

分はできないからやっても無駄」と思っていると

保護者から聞いた。どうすればよいか生徒としっ

かり話をするべきであった。③学年順位下位 20%

以内の生徒は一つの単元のマスターをしても次回

忘れるので、教科全体の基礎を各回ごとに繰り返

すべきであった。授業の流れに乗れない生徒は個

別に対応が必要であった。④5科目の時間配分を

考える必要があった。⑤コロナ渦による経済的な

不安が大きかった。 
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【事業 2】「ひとり親家庭看護学校進学支援事業」 

 事業目標(予定) 事業実績 

2.「ひとり親家庭看護学校進学支援事業」 

(1)時期 2020年 4月～2021年 3月 

(2)場所江原予備校(NPO事務局) 

(3)対象ひとり親家庭父母または高校生 15名 1カ

月 4回×4時間×12カ月のべ 192時間の指導 

(4)内容志望する看護学校(主に正看護)への受験

指導 

2.「ひとり親家庭看護学校進学支援事業」 

(1)時期 2020年 4月 11日～2021年 3月 31日 

(2)場所江原予備校(NPO事務局) 

(3)対象ひとり親家庭父母または高校生 10名 1カ

月 4回×4時間×12カ月のべ 192時間の指導 

(4)内容志望する看護学校(主に正看護}への受験

指導 

成功したこととその要因 失敗したこととその要因 

【成功したこと】①今年度看護学校受験者(退

塾者を除く)6名の全員合格できた。 

②高認合格後、看護学校合格者県外の方 2名を

オンラインだけで合格に導けたこと。 

③中学の基礎から高校まで 6ヶ月以内で到達で

きたこと。④生徒 10名を達成したこと。 

【要因】①志望校の過去問傾向を把握し、必要

な事項の内容を指導したこと。面接対策に十分な

対応ができたこと。 

②Zoomで説明し、わからないところを Lineで

質問を受けろことで対応できたこと。 

③当団体テキスト数学 IAを再編集し短期間で

マスターできるようにしたこと。世界史や数学 I

など部分的ではあるが説明動画を作成し、携帯で

も視聴できるようにしたこと。講師が時間外でも

Lineでの個人的に質問に対応してくれたこと。 

④菊池市・合志市の協力、お母さん方の口コ

ミ。熊本県母子会の協力があったこと。当に懸命

に指導しなければならなかった状況であった。そ

れが生徒に伝わったと考える。 

【失敗したこと】①目標の 15名まで達成できな

かったこと。②3名の退塾者がでたこと。③統一

した時間に指導ができなかったこと。生徒と講師

の時間を調整しなければならなかったこと④月謝

15000円の負担は大きく、経済状況から見て無料

としたこと。【要因】①高等教育新支援制度(令和

2年より)などの活用をすれば、看護専門学校の費

用 3年間で約 250万円はほぼ 0円ということをご

存じない方が多く、看護専門学校の費用は高いと

思っておられる方が多いこと。受験は難しいと思

っておられる方が多いこと。当事業を知らない方

が多いこと。熊本県各市の母子会で説明会や相談

会をすべきであった。②仕事のシフトによる曜日

時間帯の変更、休日での指導要望に対応できなか

ったこと。授業の説明動画を youtubeに入れ随時

視聴ができるようにし、質問を Lineで受けるよ

うに現在作成した説明動画をすべての科目作り上

げる必要があった。④保険の営業の方、飲食店で

のパートの仕事、製造業などの方は休業などが多

く、経済的不安定となり、月謝 15000円は厳しか

った。熊本県蒲島知事に県民の声としてひとり親

家庭の高認受験支援はあるのに、看護学校受験支

援がないのは不都合であり支援をお願いする意見

書を提出したが良い意見として検討するという回

答を頂いたがそれ以降の進展はない。 
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【事業 3】「ひとり親家庭の遠隔地の方・不登校の中学生のオンライン指導」 

 事業目標(予定) 事業実績 

3.「ひとり親家庭の遠隔地の方・不登校の中学生

のオンライン指導」 

(1)時期 2020年 4月～2021年 3月 

(2)場所江原予備校(NPO事務局) 

(3)対象ひとり親家庭父母または中高校生 10名 

1カ月 4回×4時間×12カ月のべ 192時間の指導 

(4)内容 1.2の生徒を携帯や PCによるオンライン

で指導する 

3.「ひとり親家庭の遠隔地の方・不登校の中学生

のオンライン指導」 

(1)時期 2020年 4月 1日～2021年 3月 31日 

(2)場所江原予備校(NPO事務局) 

(3)対象ひとり親家庭父母または中高校生 5名 

1カ月 4回×4時間×12カ月のべ 192時間の指導 

(4)内容 1.2の生徒を携帯や PCによるオンライン

で指導する 

成功したこととその要因 失敗したこととその要因 

【成功したこと】①1名が志望高校に合格 3名

が大学合格した。②基礎が必要な場合は Zoomで

指導。基礎がある程度できている方には Lineが

有効であり使い分けた。③Lineでの質問に対する

応答は隙間時間にできた。④HPからの問い合わせ

やお母さん方の口コミがあった。【要因】①受験

に対するモチベーションがある中 3・高 3には有

効であった。②③lineカメラで質問箇所と解説を

撮り送信できるのが便利だった。これにより、わ

からないところだけを Zoomで説明でき合理的か

つ効率が良かった。 

 

【失敗したこと】①目標人数を確保できなかっ

た。②指導生徒と別に 5件の問い合わせがあった

が、Zoomでミーティングとなるとキャンセルした

方が 3名、2名はネット環境が整っていなかっ

た。③Zoom説明の時カメラを入れない生徒が多

く、理解できているかどうかの表情がわからなか

った。④コロナ渦の経済的不安定から月謝 15000

円が厳しい方が多く無料で指導した。【要因】①

②不登校の状態が続くといきなり学習には結びつ

かないことが多い。不登校支援団体・フリースク

ールに協力を得ることが必要だった。また HPの

SEO対策を強力にすることが必要であった。③マ

スクをしての顔だしやバーチャル背景の利用方法

をあらかじめわかりやすいマニュアルを作るべき

であった。顔出しは必須としたい。④コロナ渦に

よる経済的不安が大きかった。 
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【事業 4】「ひとり親家庭看護学校進学支援事業」 

 事業目標(予定) 事業実績 

4.広報活動 

(1)内容体験談、体験指導への勧誘・相談会の実

施の情報を HP作成・プログ・SNSで発信。パンフ

レットを作成し、公共施設に設置する。 

 

4.広報活動 

(1)内容体験談、体験指導への勧誘・相談会の実

施の情報を HP作成・プログ・SNSで発信した。パ

ンフレットを作成し、菊池市・合志市役所に配布

した。 

(2)熊本県蒲島知事に「知事への直行便」を通じ

て、ひとり親家庭の看護学校受験のための支援を

提言した。 

 

成功したこととその要因 失敗したこととその要因 

【成功したこと】 

①HPからの問い合わせ・菊池市・合志市のご協

力、熊本県母子会のご協力とお母さん方の口コミ

があったこと。 

②当団体の存在と事業についての広報ができた

こと。 

【要因】 

①HPのコンテンツを増やしたこと。中学生指導

のお母さんの紹介などがあった。菊池市・合志市

の協力があったこと。熊本県母子会の協力があっ

たこと。 

②直接菊池市・合志市・熊本県母子会に出向き

お話しをさせていただいたこと。 

【失敗したこと】①熊本県のひとり親家庭世帯は

22,300世帯であるがすべての世帯に周知する方法

を検討すべきであった。少なくとも熊本県内 14

市に直接出向き事業内容の説明と信頼関係を築く

ことをすべきであった。熊本県内各地区の母子会

15団体への周知すべきであった。 

②HPの検索順位が向上しなかった。 

【要因】 

①1週間前後時間をとり前述の 14公共施設・15

団体に直接持参し説明をすべきであった。②HPを

自前ではなく業者に委託し、SEO対策も含めてい

くべきであった。 
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【総括】 

・目標の達成状況 

1.「ひとり親家庭の中学生の学習教室」 

支援対象児童:中学生 15名目標数達成 

中学 3年生:志望高校合格率 100% 目標数達成 

中学 1、2年生:平均以上の成績 (別添資料参照) 47%が上位 50%以上となった。全員は難し

かった。特に学年成績順位下位 20%以内の最下位に近い生徒は、従来より伸びはしたものの

平均以上にはならなかった。 

 

2.ひとり親家庭看護学校進学支援事業 

支援対象保護者:10名達成 目標 15名には達しなかった。 

合格率 100%、進学者 5名  高認から正看護学校へ合格するという良い結果が出た。 

 

3.ひとり親家庭の 1.2に参加できない遠隔地の方、不登校の中学生のオンライン指導 

オンライン学習支援システムの完成 

支援対象者:4名 目標 10名の達成はできなかった。100%合格した。 

 

4.熊本市内の学習教室にて基礎学力回復と受験個別指導を週 1 回実施する。当事業以外に

はできなかった。 

 遠隔地・不登校の方にはオンラインで学習支援する体制を構築する→Zoomと Lineによる

指導方法はできた。次の 3通りの方法での指導が有効であることがわかった。 

(1)課題→生徒が解答を Lineカメラで送付→講師が確認。説明を書いたものを Lineに添付

→どうしても理解ができない問題は Zoomで解説  

(2)基礎から始める場合 Zoomで説明→課題を解く→Line送付・添削(3)講師が板書→Zoom

で配信→各生徒は問題演習→Line で質問解説 例えば遠隔地の中学生同一学年ならば 8 名

前後を一斉に指導できることが分かった。今後は解説動画作成と(3)の方法ならば多人数で

も対応できると考える。 

 

・事業によって得られた成果 

1.ひとり親家庭の中学生の学習教室 

①学力が低い生徒が 15 名中 12 名 80%で特に中学 3 年生 7 名については深刻な状況であっ

た。このため、教科書学校副読本や問題集は使えなかった。当団体のテキストで指導したこ

とが良かった。入試対策は熊本県内私立高校や公立高校の過去問に到達できるよう計算力

と基礎問題が解けるようにできる私立対策数学テキスト 4 冊 120 ページ、私立対策英語テ

キスト 4冊 150ページを作成し基礎力の充実が図られ合格結果に結びついた。 

②中学 3 年生は学力が同程度だったので一斉指導を実施した。生徒のうなずく回数が次第
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に増えると同時に生徒のやる気が出てきた。自宅でも勉強する生徒が増えた。 

③中学 1.2年生は、勉強の仕方が理解できた。結果として成績が全員上がった。添付資料参

照 生徒数目標達成率 100% 

2.ひとり親家庭看護学校進学支援事業 

①途中で退塾した 3名の方もおられたが、5名の合格者が出たのは本当に良かった。 

②オンラインで県外の方が高認と正看護学校に合格されたことは県外でも指導可能である

ことがわかった。 

中学の基礎から高校内容までの指導方法が確立できた。生徒数目標達成率 67% 

 

3.ひとり親家庭の 1.2に参加できない遠隔地の方、不登校の中学生のオンライン指導 

オンライン学習支援システムの完成   

①4名が高校・大学に進学できたこと。 

②Lineの活用が有効であることがわかった。 

生徒数目標達成率 50% 

 

4.広報 

熊本市内の学習教室にて基礎学力回復と受験個別指導を週 1回実施すると共に、遠隔地・不

登校の方にはオンラインで学習支援する体制を構築する  

①Zoomと Lineを両用することで、個別に対応できた。学年と学力がおなじならば一斉指導

でオンラインで多人数指導できることがわかった。 その他 お母さん方の口コミや熊本

県母子会、菊池市、合志市の協力が得られた。  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



 

1.ひとり親家庭の中学生の学習教室事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ひとり親家庭看護学校進学支援事業 

 

①ZOOMでのオンライン指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事業所での指導 

 

 

 

 

共有ホワイトボード 

タブレット端末 

図 4 指導写真 



 ③LINEでの志望動機添削・小論文添削指導  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.「ひとり親家庭の教室に参加できない遠隔地・不登校の中高生のオンライン指導」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

高認合格通知 



看護受験用 解説動画です。アイラコーポレーション「江原塾」という名で公開しています。 

展開 A と置き換えて展開する。 

展開 対称式の展開(1) 

展開 対称式の展開(2)平方根分数型 

因数分解応用① 3乗+3乗 

因数分解応用② 最低次数の文字に着目する 

因数分解応用③ 一度展開して因数分解する。 

因数分解応用④ 降べきの順に整理したすきがけ 

因数分解応用⑤ χ2＝t とする 

因数分解応用⑥ 複二次式 

実数 循環小数を分数にする 

実数 絶対値の計算(1) 絶対値の考え方 

実数 絶対値の計算(2)平方根をはずす 

実数 平方根の整数部分と小数部分 

不等式① 一次不等式計算(1) 

不等式② 一次不等式計算(2) 

不等式③ 連立不等式の計算 

不等式④ (応用)範囲内の整数をもとめる 

不等式⑤ (応用)χ＋yの範囲を求める 

不等式⑥ (応用)四捨五入の範囲 

不等式⑦ (応用)χの存在範囲を求める 

二次関数① 頂点の座標 

二次関数② 平方完成(1) 頂点を求める 

二次関数③ 平方完成(2) 頂点を求める 

二次関数④ 平行移動(1) 

二次関数⑤ 平行移動(2) 

二次関数⑥ 平行移動(3) 

二次関数⑥ 最大最小 

二次関数⑦  

二次関数⑧ 二次関数の決定(1) 

二次関数⑨ 二次関数の決定(2) 

二次関数⑩ 二次関数の決定(3) 

二次関数⑪ 二次関数の決定(4) 

二次関数⑫ 最大値最小値 条件式を考える 

二次関数⑬ 最大値最小値 条件式の文字を減らす。 

二次関数⑭ tで置き換える 応用(1) 

https://youtu.be/iCr-jrnG09Q
https://youtu.be/HR9gweV6bJE
https://youtu.be/7svJ0Zjn3jc
https://youtu.be/pHJ27tXF6I4
https://youtu.be/ryG97pD2tmA
https://youtu.be/aMqU8qz7xJk
https://youtu.be/ZCE30C4mgAw
https://youtu.be/zWfAXXD_pog
https://youtu.be/Oq79NtExHTE
https://youtu.be/LmACoIpRaXg
https://youtu.be/xowR6u2Ww3o
https://youtu.be/6wKbfa7bR8s
https://youtu.be/6icyFZLKLXk
https://youtu.be/rkyI-MzjCS8
https://youtu.be/kQqxT4qdk4M
https://youtu.be/lZfKP0JAheQ
https://youtu.be/ASdu39nkqss
https://youtu.be/ASdu39nkqss
https://youtu.be/8kWdce5YjH8
https://youtu.be/isqrVT9t6_Y
https://youtu.be/GJWx-OtzNiU
https://youtu.be/ipQ6oFXJfig
https://youtu.be/zS7Noj29Uok
https://youtu.be/2UKNclk2JDE
https://youtu.be/VGAy8cfiaYI
https://youtu.be/S2ZJNoD8s6Q
https://youtu.be/zopMZhN0mdA
https://youtu.be/tGpZ4uxvXpU
https://youtu.be/ZY0pe1r-2D8
https://youtu.be/ZY0pe1r-2D8
https://youtu.be/Ox8tjxkwXnc
https://youtu.be/dS5uuchh_F4
https://youtu.be/lHL0z8zF8Ao
https://youtu.be/zUGw61TbQIw
佳裕
テキスト ボックス
サイト名・動画名：ひとり親家庭の中学生学習教室ひとり親家庭看護学校進学支援　　　URL：http://nippon.zaidan.info/jigyo/2020/0000094848/jigyo_info.html



二次関数⑮ tで置き換える 応用(2) 

二次関数⑯ tで置き換える 応用(3) 

二次関数⑰ tで置き換える 応用(4) 

二次関数⑱ tで置き換える 応用(5) 

 

 

 

https://youtu.be/zUGw61TbQIw
https://youtu.be/gOtUrAEguyw
https://youtu.be/PmU3JGpfFp8
https://youtu.be/As-qI_Ihe6E


活動の推移 備考

2月18日 NPO法人Toppa のホームページをUP https://www.toppaonline.com/

4月3日
カラーチラシ50枚を作成し　合志市と菊池市子育て支援課に
行き、10枚ずつを配布した。

4月4日
熊本県ひとり親家庭福祉協議会の副会長様と面談し、チラ
シ10枚をお渡しし協力を要請した。7月に九州大会があるの
でその時に紹介すると伺った。

5月1日

問い合わせが来るものの、費用が出せないということ「ひとり
親家庭看護学校進学支援事業」3名が断念された。
当団体として本年度はコロナ感染拡大によるひとり親家庭へ
の経済環境が大きな影響を受けたとしてすべての費用を無
料とするることとした。

6月1日
熊本県内の小中学校の再開を受け、対面型指導の「ひとり
親家庭の中学生の学習教室」を事業所で実施の再開をし
た。

10月 成績状況調査

2月1日から15日 熊本私立高校入試はじまる。　志望校調査・二者面談

3月10・11日 熊本県立高校入試　　　　合格校調査　成績状況調査

https://www.toppaonline.com/


科目 順位 10月調査 3月調査 進路

番号 学年 生徒指名 生徒名 出題範囲 100点満点 状態 出題範囲 100点満点 状態 出題範囲 100点満点 状態 位/学年 位/学年 位/学年

1 中１ 赤山愛乃 A 80 漢字◎文章読解◎ 小学校範囲 80 ◎文章題が少し弱い なし なし なし 熊本高校 卓球部 19/191 64/190 34/185

2 中1 清田　百花 B 65 漢字◎文章読解〇 小学校範囲 70 〇文章題が弱い なし なし なし 未定 なし 145/180 125/183 89/185

3 中2 伊藤　せな C 85 漢字◎文章読解◎ 中学1年生範囲 85 基礎ができている 中学1年生範囲 32 中1後半から復習必要 未定 なし 52/64 40/64 33/64

4 中２ 廣瀬　颯真 D 50 漢字〇文章読解〇 中学1年生範囲 65 〇計算　1年復習必要 中学1年生範囲 30 〇中1復習必要 未定 なし 98/180 85/180 72/181

5 中２ 増岡　奈央 E 56 漢字〇文章読解〇 中学1年生範囲 52 〇計算はOK 中学1年生範囲 85 基礎はできている。 第二高校 なし 72/278 44/272 36/271 上位10%入る実力あり

6 中2 佐方　菜心美 F 52 漢字〇文章読解〇 中学1年生範囲 52 〇計算はOK 中学1年生範囲 32 〇中1復習必要　 未定 なし 80/120 62/180 48/180

7 中3 中鶴　遥菜 H 56 漢字〇文章読解〇 中学1.2年範囲 24 〇方程式計算弱い 中学1.2年範囲 20 中1後半から 熊本農業高校 なし 86/132 78/136 62/136 県立熊本農業高校合格

8 中3 黒木　晄聖 I 32
漢字〇文章読解△  　ひらがな多
い

中学1.2年範囲 12
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 9 中1最初から復習必要 大津　体育 なし 124/136 118/136 101/135 私立開新高校合格

9 中3 内山　梨生 J 50 漢字◎文章読解〇よい 中学1.2年範囲 14
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 10 中1最初から復習必要 御船高校 バレー 135/138 130/140 128/135 県立御船高校合格

10 中3 武田　真碧 K 52 漢字〇文章読解〇よい 中学1.2年範囲 14
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 8 中1最初から復習必要 御船高校　機械科 サッカー 138/160 127/160 退塾

11 中3 牧野　そら L 32 漢字〇文章読解△ 中学1.2年範囲 22 〇22点方程式　関数弱い 中学1.2年範囲 8 中1最初から復習必要 湧心館 なし 100/150 95/150 82/150 私立尚絅高校専願合格

12 中3 原田　睦美 M 34 漢字〇文章読解△ 中学1.2年範囲 12
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 12 中1最初から復習必要 熊本北高校 なし 52/128 12/128 8/128 県立熊本北高校合格

13 中2 松岡明佳 N 5 漢字〇文章読解△ 中学1年範囲 7
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1年生範囲 9 中1最初から復習必要 未定 なし 108/129 不明 退塾

14 中3 山田乃唯 O 35 漢字〇文章読解△ 中学1.2年範囲 5
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 7 中1最初から復習必要 開新高校 なし 112/121 110/122 85/121 私立開新高校専願合格

15 中2 島津里咲 P 37 漢字〇文章読解△ 中学1年範囲 17 方程式から復習必要 中学1年生範囲 10 中1最初から復習必要 九産大付属高校 なし 166/211 159/210 131/212

平均 49.92 平均 39.15 平均 21.25

漢字18問
四字熟語2

問
指示語2問
随筆1題
小説1題

高校入試基
礎レベル

部活

ひとり親家庭の中学生の学習教室

　国語　基本テスト 数学　基本テスト 英語　基本テスト
志望校



科目 10月調査
4月試験100人
換算順位

10月試験
100人換算

順位

3月試験100
人換算順位

番号 学年 生徒指名 生徒名 出題範囲 100点満点 状態 出題範囲 100点満点 状態 出題範囲 100点満点 状態 順位 学年人数 順位 学年人数 順位 順位

1 中１ 赤山愛乃 A 80 漢字◎文章読解◎ 小学校範囲 80 ◎文章題が少し弱い なし なし なし 熊本高校 卓球部 19 191 64 190 34 185 A 10% 34% 18%

2 中1 清田　百花 B 65 漢字◎文章読解〇 小学校範囲 70 〇文章題が弱い なし なし なし 未定 なし 145 180 125 183 89 185 B 81% 68% 48%

3 中2 伊藤　せな C 85 漢字◎文章読解◎ 中学1年生範囲 80 基礎ができている 中学1年生範囲 60 基礎ができている 熊本高校 卓球部 52 64 40 64 33 64 C 81% 63% 52%

4 中２ 廣瀬　颯真 D 50 漢字〇文章読解〇 中学1年生範囲 65 〇計算　1年復習必要 中学1年生範囲 30 〇中1復習必要 第一高校 なし 98 180 85 180 72 181 D 54% 47% 40%

5 中２ 増岡　奈央 E 56 漢字〇文章読解〇 中学1年生範囲 52 〇計算はOK 中学1年生範囲 32 〇中1復習必要　 熊本高校 卓球部 72 278 44 272 36 271 E 26% 16% 13%

6 中2 佐方　菜心美 F 52 漢字〇文章読解〇 中学1年生範囲 52 〇計算はOK 中学1年生範囲 32 〇中1復習必要　 未定 なし 80 120 62 180 48 180 F 67% 34% 27%

7 中3 中鶴　遥菜 G 56 漢字〇文章読解〇 中学1.2年範囲 24 〇方程式計算弱い 中学1.2年範囲 20 中1後半から 未定 なし 86 132 78 136 62 136 G 65% 57% 46%

8 中3 黒木　晄聖 H 32
漢字〇文章読解△  　ひらがな多
い

中学1.2年範囲 12
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 9 中1最初から復習必要 大津　体育 なし 124 136 118 136 101 135 H 91% 87% 75%

9 中3 内山　梨生 I 50 漢字◎文章読解〇よい 中学1.2年範囲 14
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 10 中1最初から復習必要 熊農(生活)国府　御船 バレー 135 138 130 140 128 135 I 98% 93% 95%

10 中3 武田　真碧 J 52 漢字〇文章読解〇よい 中学1.2年範囲 14
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 8 中1最初から復習必要 御船高校　機械科 サッカー 138 160 127 160 退塾 退塾 J 86% 79%

11 中3 牧野　そら K 32 漢字〇文章読解△ 中学1.2年範囲 22 〇22点方程式　関数弱い 中学1.2年範囲 8 中1最初から復習必要 湧心館 なし 100 150 95 150 82 150 K 67% 63% 55%

12 中3 原田　睦美 L 34 漢字〇文章読解△ 中学1.2年範囲 12
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 12 中1最初から復習必要 未定 なし 52 128 12 128 8 128 L 41% 9% 6%

13 中2 松岡明佳 M 5 漢字〇文章読解△ 中学1年生範囲 7
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1年生範囲 9 中1最初から復習必要 未定 なし 108 129 不明 不明 退塾 退塾 M 84%

14 中3 山田乃唯 N 25 漢字〇文章読解△ 中学1.2年範囲 10
分数・正負・方程式から全部復習必

要
中学1.2年範囲 10 中1最初から復習必要 開新高校 なし 112 121 110 122 85 121 N 93% 90% 70%

15 中2 島津里咲 O 30 漢字〇文章読解△ 中学1年生範囲 15 〇方程式計算弱い 中学1年生範囲 15 中1最初から復習必要 九産大付属高校 なし 166 211 159 210 131 212 O 79% 76% 62%

平均 46.93 平均 35.27 平均 17.00

目標達成度 4月 10月 月

50位以内 3名 5名 7名

目標達成度 20% 33% 47%

ひとり親家庭の中学生の学習教室

　国語　基本テスト 数学　基本テスト 英語　基本テスト 10月調査
志望校 部活

漢字18問
四字熟語2

問
指示語2問
随筆1題
小説1題

高校入試基
礎レベル

4月試験

1位

10位

20位

30位

40位

50位

60位

70位

80位

90位

100位

100人換算順位

4月
10月 3月



1 中１ 1 中１ A

部活が忙しく、土日に試合が入ることがあ
る。可能な限り参加させます。すみませ

ん。

自分が納得しないと従わないところ
がある。何をどうすべきかを説明し
現在は順調に学習が進んでいる。

部活が重なっていて来れないことが多くてすみ
ません。自宅ではしっかり勉強しています。今

後ともよろしくお願いします。

2 中1 2 中1 B 何度も繰り返さないと定着しない。
まじめに取り組んでいる。しかし、
単純なミスをしやすいので、注意し

ていく必要がある。

部活が忙しいのであまり来れません。なかなか
成績が伸びません。宜しくお願いします。

3 中2 3 中2 C
学校の先生と対立し、不登校の時期があ
る。学校の進度に追いつけるようになって

ほしい。

集中力がありかつ理解力がある。学
年上位になることができると思う。

学校へは行けるようになりました。でも転校を
考えています。今後ともよろしくお願いします。

4 中２ 4 中２ D

数学は伸びてきた。コツがつかめたよう
だ。英語は基本からしてほしい。限られた
時間ですみませんが、理科社会もお願いし

たい。

理解力があり、実力は必ず付くと思
われる。時間の延長を検討したい。

成績は少しずつ伸びてきています。支援して
いただいてありがとうございます。今後もよろ

しくお願いします。

5 中2 5 中２ E

気をかけてくださってありがとうございま
す。まじめな子です。部活が土日にある
ので可能な限り参加します。感謝していま

す。

中1のときと比べると格段に実力が
ついてきている。まじめにやってい
るので、必ず伸びてくると考える。

家でも勉強に頑張っています。先生がおっしゃ
るようにもう少し上を目指したいと思っている

ようです。ありがとうございます。

6 中3 6 中2 F
無料で本当に助かっています。これ以上の
要望なんてありません。ありがとうござい

ます。

得意な科目と不得意な科目の差が大
きい。学校の進度が速すぎてついて
いけない時期があった。現在は学校

の予習をしている。

少しずつ成績が伸びてきました。出された宿題
は必ずやるタイプです。勉強の仕方がわかって

きたようです。ありがとうございます。

7 中3 7 中3 G 公立高校に行かせたい。

得意な科目と不得意な科目の差が大
きい。学校の進度が速すぎてついて
いけない時期があった。現在は学校

の予習をしている。

自分の好きな方向で頑張ってもらったらいい
です。植物や動物が好きなので農業科に進み
たいと思っていました。合格できてよかっで

す。ありがとうございました。

県立熊本農業高校合格

8 中3 8 中3 H

答えを移す癖があり、家庭でも指導をして
いる。面倒くさがって答えだけ書く。しか
し、今回のテストは少し点数が伸びてき

た。テストを見せてきた。

一番進むスピードが速かったが、お
かしいと思い、先日テストをしたと
ころほとんど理解できていなかっ
た。別室に呼び、「答えを写す」こ

なかなか伸びません。公立高校の試験直前なの
で週1回では難しいので近くの塾へ行きます。

私立開新高校合格

9 中3 9 中3 I

勉強に対する意欲が出できている。感謝し
ている。家で学習するようになった。勉強
はめんどくさがっていたが全然違う。少し

点数は伸びてきた。

間違いノートを作っている。マー
カーで線を引くようになった。次の
テキストください。と意欲的であ

る。

家でも頑張っています。少し前向きになるよう
になりました。高校に合格できました。ありが

とうございました。
県立御船高校合格

10 中3 10 中3 J

勉強はやりたがらないので、親としてやき
もきした。でも前向きになった。数学は一
桁だったのが、2桁になり点数を見せるよ

うになった。

最初は、やる気なさそうで字も乱雑
で「どうしようもない」と思ってい
たが、2か月で学校に追いつくと目
もとがしっかりしてきて、姿勢もよ

このままでは目指す高校には難しいので近くの
塾に行きます。

不明

11 中3 11 中3 K

中学1年次は不登校で、勉強に対して全く
やる気がなかった。しかし塾での勉強が楽
しいとやる気が出できた。勉強する日を決
めていて友達が遊びに来てもその日は断る

分数から指導した。素直な生徒でよ
く頑張った。教室の中では3年生の

応用に入っている。

勉強しても伸びないと本人はあきらめていまし
たが、ずいぶんとやる気が出てきました。目標
高校に合格できました。ありがとうございまし

た。

私立尚絅高校専願合格

12 中3 12 中3 L

驚くほど成績が伸びた。感謝しています。
学年で12位で驚きました。勉強の仕方が
わかってきたようで熊本高校など進学校に
とどくかわからないけど頑張るといってい

分数の不備、連立方程式から始め現
在学校の予習と、応用問題に入って
いる。英語も実力がついてきた。

こんなに伸びるとは思いませんでした。言われ
た宿題を確実にやる子なのでよかったのかもし
れません。北高校で頑張ります。ありがとうご

ざいました。

県立熊本北高校合格

13 中2 13 中2 M
国語10点以上取ったことがない。かなり
学力低い。かけざんの九九はできる。

分数から始めたが、しばらくたつと
ぼんやりして集中が切れる。

本人はやる気がありません。またやる気になっ
たら入れてもらえますか。すみません。

14 中3 14 中3 N
長らく不登校でしたが、中3になって保健
室登校はできています。でも基礎は全くで

きていません。

理解力はあるので進度は速い。地道
に学習すれば力はつくと信じる。

本当に来て良かったです。先生がいなかった
ら合格しなかったでしょう。本当にありがとうご

ざいました。
私立開新高校専願合格

15 中2 15 中2 O
転校してきたので進度が違う。全くわかっ

ていないところがある。

基礎ができていない。理解力はあ
る。難易度が高くなると時間がかか

る。

はじめは勉強の仕方がわからなかったと思い
ます。ご指導いただいてありがとうございま
す。勉強の仕方がわかってきたようです。成績
も伸びてきました。今後ともよろしくお願いしま

す。



番号 住所 氏名 高卒認定 志望校1 要望(入校時) 感想 進学先

1 鹿児島県 A 8科目　8月試験川内看護専門学校

高認は全く何をしていいかわからず不安でしたが、
全科目合格できてうれしいです。家族も喜んでいま
す。本当にありがとうございました。看護受験に向

けて頑張ります。

高認も先生との出会いがなかったら取
れなかったし、看護学校も一発で合格
なんて。本当にありがとうございまし
た。オンラインでの指導有難かったで
す。休みの日も教えてくださり本当に

ありがとうございました。

高認合格・川内看護学校合格

2 広島県 B 4科目　8月試験
広島県立三次看護専門
学校

参考書も買いましたが、全くわからず何から手を付
けていいかわかりませんでした。ありがとうござい
ました。4科目全科目取れてうれしいです。年齢が
かなり高いので挑戦するつもりで看護学校を受験し

ます。

40超えている私でしたが、やってみて
よかったと思います。先生方のお陰で
す。これから難病の患者さんの専門の
看護師として成長したいと思います。
本当にありがとうございました。

高認合格・福山看護学校合格

3 徳島県 C
三好市医師会准看護学
院

退塾 連絡取れず。 退塾

4 熊本県阿蘇市 D

熊本ホンダ　契約社員
→正社員試験
熊本駅前リハビリテー
ション学院　看護

仕事がシフト制なのでなかなか出てこれません。テ
キストはlineで送ってください。できる限り来ま
す。

不合格でした。勉強量が足りなかった
です。すみません。機会があったらま

たお願いします。
不合格

5 熊本県熊本市 E
熊本駅前リハビリテー
ション学院　看護

仕事が忙しいと来れません。でもがんばります。

長い間ありがとうござました。昨年ダ
メでしたが今回合格できて良かったで
す。途中どうなるかな・・・と不安で
したが良かったです。合格しても英語

が不安なのできていいですか。

駅前看護専門学校合格

6 熊本県下益城郡 F
熊本駅前リハビリテー
ション学院　看護

親に子供を預けてくるようにしていますが、親にあ
まり迷惑をかけられないのでできる限り来るように
します。オンラインはこどもがいて難しいです。

子育てと仕事と勉強はきつかったけど
やってて良かったです。先生方のお陰

です。
駅前看護専門学校合格

7 熊本県熊本市 G
熊本駅前リハビリテー
ション学院　看護　退
塾

保険の外交をしています。子供が大きくなったら教
育費がかかるので安定した看護師になりたいです。

連絡取れず。 退塾

8 熊本県合志市 H
熊本駅前リハビリテー
ション学院　看護

短い期間でしたがありがとうございました。結果を
報告します。緊張してうまくしゃべれなかったで

す。

面接練習有難かったです。合格してよ
かったです。英語が大変と聞いていま
す。これからまた続けてきていいです

か。

駅前看護専門学校合格

9 熊本県熊本市 I
熊本医師会看護専門学
校社会人

もとは看護助手をしていました。現在は実家の自営
業を手伝っています。家で頑張れるだけがんばりま

す。

10 熊本県熊本市 J
熊本医師会看護専門学
校社会人

看護助手をしています。産院なので夜勤になること
もしばしばです。でも病院が看護学校の費用を負担
してくれるので頑張ります。いつ来れるかわからな

いので連絡してきます。

事業2 看護受験支援 ③　要望と感想



番号 学年 氏名 高卒認定 志望校1 志望校2 進学状況

1 鹿児島県 A 8科目　8月試験川内看護専門学校 高認合格・川内看護専門学校合格

2 広島県 B 4科目　8月試験広島県立三次看護専門学校 高認合格・福山看護専門学校合格

3 徳島県 C 三好市医師会准看護学院 途中で退塾

4 熊本県阿蘇市 D 熊本ホンダ　契約社員→正社員試験
熊本駅前リハビリテーション学院
看護

不合格　退塾

5 熊本県熊本市 E 熊本駅前リハビリテーション学院　看護 熊本駅前リハ　合格

6 熊本県下益城郡 F 熊本駅前リハビリテーション学院　看護 熊本駅前リハ　合格

7 熊本県熊本市 G 熊本駅前リハビリテーション学院　看護 退塾

8 熊本県合志市 H 熊本看護専門学校
熊本駅前リハビリテーション学院

看護
熊本駅前リハ　合格

9 熊本県熊本市 I 熊本医師会　社会人 熊本看護専門学校　社会人 令和3年度受験継続支援

10 熊本県熊本市 J 熊本医師会　社会人 熊本看護専門学校　社会人 令和3年度受験継続支援

11

12

事業2 看護受験支援 ②志望校と進学状況



番号 学年 氏名 高卒認定 志望校1 志望校2 進学状況

1 鹿児島県 A 8科目　8月試験川内看護専門学校 高認合格・川内看護専門学校合格

2 広島県 B 4科目　8月試験広島県立三次看護専門学校 高認合格・福山看護専門学校合格

3 徳島県 C 三好市医師会准看護学院 途中で退塾

4 熊本県阿蘇市 D 熊本ホンダ　契約社員→正社員試験
熊本駅前リハビリテーション学院
看護

不合格　退塾

5 熊本県熊本市 E 熊本駅前リハビリテーション学院　看護 熊本駅前リハ　合格

6 熊本県下益城郡 F 熊本駅前リハビリテーション学院　看護 熊本駅前リハ　合格

7 熊本県熊本市 G 熊本駅前リハビリテーション学院　看護 退塾

8 熊本県合志市 H 熊本看護専門学校
熊本駅前リハビリテーション学院

看護
熊本駅前リハ　合格

9 熊本県熊本市 I 熊本医師会　社会人 熊本看護専門学校　社会人 令和3年度受験継続支援

10 熊本県熊本市 J 熊本医師会　社会人 熊本看護専門学校　社会人 令和3年度受験継続支援

11

12

事業2 看護受験支援 ②志望校と進学状況



ひとり親家庭の不登校中学高校生のオンライン指導

活動の推移 備考

2月18日 NPO法人Toppa のホームページをUP https://www.toppaonline.com/

4月3日
カラーチラシ50枚を作成し　合志市と菊池市子育て支援課に
行き、10枚ずつを配布した。

4月4日
熊本県ひとり親家庭福祉協議会の副会長様と面談し、チラ
シ10枚をお渡しし協力を要請した。7月に九州大会があるの
でその時に紹介すると伺った。

5月1日

問い合わせが来るものの、費用が出せないということ「ひとり
親家庭看護学校進学支援事業」3名が断念された。
当団体として本年度はコロナ感染拡大によるひとり親家庭へ
の経済環境が大きな影響を受けたとしてすべての費用を無
料とするることとした。

6月1日
熊本県内の小中学校の再開を受け、対面型指導の「ひとり
親家庭の中学生の学習教室」を事業所で実施の再開をし
た。

10月 成績状況調査

2月1日から15日 熊本私立高校入試はじまる。　志望校調査・二者面談

3月10・11日 熊本県立高校入試　　　　合格校調査　成績状況調査

https://www.toppaonline.com/


番号 地域 学年 氏名 保護者の感想 進学先

1 中央区 中3 A

近くの高校に合格してよかったです。電車ですぐなので安心
です。ありがとうございました。休みの日も教えてくださり

感謝しています。ありがとうございました。
私立星翔高校専願合格

2 中央区 高3 B

日曜日や休みの日も教えていただきありがとうございまし
た。夜遅くまで質問に答えていただいたり本当に助かりまし
た。第一志望大学には合格しませんでしたけど前に進みたい

と申しております。ありがとうございました。

崇城大学情報合格

3 中央区 高3 C
本当に良かったです。長い間お世話になりました。夜遅くや
休みの日まで教えていただいて本当にありがとうございまし

た。
鹿児島大学法文合格

4 東区 高3 D

なかなか来れなくてご迷惑おかけしました。オンラインでの
指導助かりました。先生たちのお陰です。ありがとうござい
ました。大学では休まず登校できるように頑張ります。

熊本学園大学後期合格

ひとり親家庭の遠隔地の方・不登校生のオンライン指導　②保護者の感想と進路



 

 

   

 

看護師は経済不況に強く、年齢に関わらず求人が多く、地方でも就労の場が多いと言われています。 

本事業では、ひとり親家庭の保護者および児童生徒「看護学校に行きたいけど、学力が心配。」という方をオ

ンラインでサポートします。 

 

対   象： 

 ひとり親家庭の保護者および児童生徒。 

 正看護専門学校、准看護専門学校、医療看護専門学校、医療看護大学受験を希望し、 

看護師として働く意欲のある方。 

費  用： 

 

 コロナ感染拡大に伴う経済状況を鑑み すべて無料とします。 

費用 週 1回 

テキスト 無料 

解説動画視聴(作成中) 無料 

Zoom による指導 週 1回 2時間程度 無料 

Line による質問受付 無料 
 

指導方法: 

LINEと Zoomを使ったオンライン指導です。 

※映像に映るのが苦手な方はカメラをオフにして音声だけの指導ができます。 

① LINEによる質問を受け付け添削指導をします。 

② テキストの説明用動画を視聴し、テキストを解いてわからないところを Zoomまたは Line 

で解説します。 

③ LINEで質問を受けつけ、Zoom(テレビ会議)で講師が説明する。 

期  間： 
 令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日の間のお申込みから志望校受験までの期間 

 受講者の受講平均は 3～6か月程度です。学習状況により異なります 

 

問合せ先： 

NPO法人 Toppa 

〒862-0950熊本市中央区水前寺 3-1-3 NPO法人 Toppa   (実施事務局) 

☎096-382-6761 FAX096-385-2444 mail kogen@coast.ocn.ne.jp 

  

 

 

 

 

指導曜日時間帯: 週 1回 2時間程度指導       

          平日 月曜日から金曜日午後 7時から 10時 土日祝日は午前 10時から午後 5時までの間。 

     上記の曜日時間帯のうち週 1回 2時間程度の指導を選択できます。 

※曜日時間帯は日程を調整させていただきます。ご了承ください。 

 

 

 

 

オンライン看護受験支援事業 

NPO法人 Toppa「ひとり親家庭学習支援事業」 

NPO法人 Toppaの HPです。 

(詳細は裏面の Q＆Aをご覧ください。) 

詳しくは HPで↑ 

https://www.toppaonline.com/ 

「 NPO Toppa 」で検索。 

 

mailto:kogen@coast.ocn.ne.jp
https://www.toppaonline.com/


 

QandA 

Q1.看護学校の費用はかなり高いのでは?    

A:ひとり親家庭の「高等職業訓練促進給付金等事業」や各都道府県では「看護師看護師等修学資金貸与」また、

「看護学生奨学金貸付制度」を行っている病院もあります。他専門学校の費用負担と比べるとかなり有利です。  

看護師を目指す方は是非ご利用ください。詳しくは当団体HPをご覧ください。 

Q2.ほとんど忘れました。大丈夫でしょうか? 

A:大丈夫です。ほとんどの方が合格されました。 

小学校の分数の計算や中学校の方程式やルートの計算をほとんどの方が忘れています。 

そんな方のためにテキストを作りました。しっかりと空いた時間に取り組んでいただければ大丈夫です。 

Q3.どんな支援ですか。 

A: オンラインの学習支援です。 

 以前より LINEと Zoom(オンライン会議)により指導をしてきました。登校し指導を受けるのとかわらない 

効果が期待できます。 

Q4.無料ですか?  

 A:はい。 

コロナ感染拡大に伴う経済状況の悪化を鑑みすべて無料とします。 

  

Q5.体験できますか。 

体験授業は無料です。お申込み・お問い合わせはHPから 

【合格体験記】熊本駅前リハビリテーション学院 看護科 <シングルマザーのお母さま>   

小数分数から始めました。はじめは間に合うか心配でしたが、先生方が丁寧に教えてくださり、徐々に公式を覚

え過去問もたくさん解きました。ひとりではどのような勉強をしていいかわからなかったときに先生方に出会え

て本当に良かったです。働きながら子育てをしながらでつらいときもありましたが、「大丈夫頑張りましょう」と 

何度も支えていただきました。ありがとうございました。 

 

http://www.wix.com/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_10018.html
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/


 

 

   

 

塾に通えない・基礎からおしえてほしい・受験勉強がしたいが塾の費用は高い・近くに塾がない・不登校で 

学力低下が心配というひとり親家庭の中学生・高校生を対象にオンラインで学習支援をします。 

 

対   象： 

 ひとり親家庭の児童・生徒。 

 学習意欲がある中学・高校生 

 将来高校進学・大学進学・専門学校進学を目指す方 

【注意】礼儀をわきまえない方・過度な要求をする方・暴力的言動をする方など 

    当団体の事業に支障をきたすと考えられる方は退塾していただきます。 

費  用： 

 

 コロナ感染拡大に伴う経済状況を鑑み すべて無料とします。 

費用 週 1回 

テキストダウンロード 無料 

テキスト 無料 

解説動画視聴(作成中) 無料 

Zoom による指導 週 1回 2時間程度 無料 

Line による質問受付 無料 
 

指導方法: 

LINEと Zoomを使ったオンライン指導です。 

※映像に映るのが苦手な方はカメラをオフにして音声だけの指導ができます。 

① LINEによる質問を受け付け添削指導をします。 

② テキストの説明用動画を視聴し、テキストを解いてわからないところを Zoomまたは Line 

で解説します。 

③ LINEで質問を受けつけ、Zoom(テレビ会議)で講師が説明する。 

必要環境： 

 LINEおよび Zoomに対応しているスマートフォン・タブレット・ノートパソコン。 

 Wifiなどネット環境を推奨。 

※Webカメラおよびマイクがついていない場合は外付け機器をご準備ください。 

 

指導教科： 

 中学英語数学理科社会国語 高校数学ⅠAⅡB、高校英語、その他受験に必要な科目 

 小論文対策、面接対策 

 

期  間： 
 令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日の間のお申込みから志望校受験までの期間 

  

問合せ先： 

NPO法人 Toppa 

〒862-0950熊本市中央区水前寺 3-1-3 NPO法人 Toppa   (実施事務局) 

☎096-382-6761 FAX096-385-2444 mail kogen@coast.ocn.ne.jp 

  

 

 

 

オンライン中高生・不登校生学習支援事業 

NPO法人 Toppa「ひとり親家庭学習支援事業」 

(詳細は裏面の Q＆Aをご覧ください。) 

詳しくは HPで 

https://www.toppaonline.com/ 

「 NPO Toppa 」で検索。 

 

mailto:kogen@coast.ocn.ne.jp
https://www.toppaonline.com/


指導曜日時間帯: 週 1回 2時間程度の指導        

          平日 月曜日から金曜日 午後 7時から 10時 土日祝日は午前 10時から午後 5時までの間。 

     上記の曜日時間帯のうち週 1回 2時間程度の指導を選択できます。 

※曜日時間帯は日程を調整させていただきます。ご了承ください。 

QandA 

Q1. 基礎からできていません。大丈夫でしょうか? 

A:大丈夫です。基礎からわかるテキストを作りました。 

小学校の分数の計算など基礎からわかるようにテキストを作りました。短期間に基礎を固めることができます。 

Q2.受験生ですが塾には行っていません。 間に合うでしょうか。  

A:動画を視聴し、基礎からわかるテキストの問題を解いていくことで、自宅でひとりでも勉強できます。 

 課題を出しますので、自宅での勉強が定着すると思います。 

 現在の学力状況によって時間がかかることがあります。 

Q3.不登校で勉強の遅れが気になります。カメラに映るのは嫌がると思います。 

A:大丈夫です。基礎から短期間で追いつけます。(個人差はあります。) カメラに映らなくてもよいです。 

 ただし音声はつないでください。また LINEでの質問を受け付け添削指導だけでも可能です。 

Q3.どんな支援ですか。 

A: オンラインの学習支援です。 

 以前より LINEと Zoom(オンライン会議)により指導をしてきました。登校し指導を受けるのとかわらない効果

が期待できます。 

Q4.無料ですか? 

A:はい。 

コロナ感染拡大に伴う経済状況の悪化を鑑みすべて無料とします。 

Q5.体験できますか。 

体験授業は無料です。お申込み・お問い合わせはHPから 

【合格体験記】出水中央高校 看護科 

近くの塾を探しましたが高額なところが多く助かりました。部活も頑張り続けながらの受験で 

したが、基礎から学ぶことができたことが一番良かったと思います。 

熊本駅前保健科学大学 <高校推薦>   

わからないところがあれば、しっかり教えてくれることや受験相談も聞いてくれました。面接対策も一緒にまと

めてくれたので本当に助かりました。やさしい先生ばかりでした。深く考えることができたのでよかったです。 

 

 


