
おやびん（塾長）からの回答

みやじ豚は本当においしく、良質な食材です。BBQを年に
何回もできたらよいのですが、ひなみ塾には他にも数多くの
イベントがあり、BBQを年2回やるだけの余力がありません。
年1回のBBQを思う存分楽しみましょう。
イベントをやるからにはしっかりとやることが大切です。そこ
でまずは、今あるイベントをもっと充実させます。やりたいこと
があれば、今後いつでも、何でも、クラス担当スタッフにご提
案ください。全て、スタッフミーティングで検討し、回答しま
す。
同上。

同上。

備品費は毎年予算を計上し、必要な物から買い替えたり、
買い揃えたりしています。椅子については、安全管理の観
点から、故障している物から順番に買い替えを行います。
ルービックキューブには標準的なサイズがあり、子供から大
人まで、誰でも扱えます。まずはそれを使って、6面完成を
目指しましょう。
蔵書はこれからも増やしますのでお楽しみに。ただし、ひな
み塾はあくまでも「学びの場」ですので、それにふさわしいと
考えられるものに限ります。ご了承ください。
石鹸はトイレに隣接した流しのところに設置してあります。自
由にお使いください。
楽器で遊ぶのは、幼少期の成長にとても良いといわれてい
ます。しかし、ひなみ塾には、いろいろな楽器を収納するだ
けのスペースがなく、今のところ、楽器を使ったクラス内の活
動はありません。自分の気に入った楽器を買ってもらうなど
して、自宅で思う存分楽しんでください。
時々、映画の上映会を企画します。お楽しみに。
ひなみ塾のある場所は、熊本で最も交通量が多く、アクセス
しやすいため、ここから別な場所に移転することは難しいで
す。また、このビルにはこれ以上広い部屋はありません。よっ
て、「より大きい部屋」は実現できませんが、今の部屋をより
有効に使うことはできると思います。一緒に知恵を絞りましょ
う。
トイレを使った後、忘れず流すのも、立派な勉強ではないで
しょうか。よって、自動センサー付きには切り替えません。ご
了承ください。
同上。
仕切りがなくても、お互いのカバンをきちんと入れるのも、勉
強ではないでしょうか。便利さを追求しすぎると、「自分で気
をつける」「自分でていねいにする」ということが減りがちで
す。ひなみ塾は、そういうことはできるだけ避ける方針です。
ひなみ塾は「ペット不可」という条件で教室を大家さんにお
借りしています。よって、残念ですが、生き物を育てることは
できません。ぜひ、おうちや学校で、大切に育てて、そこから
多くを学んでください。
明るさがより弱いLED照明の導入を検討しましたが、これが
目に良いとは必ずしも言えない（目に悪いという議論すらあ
るようです）との議論もありますので、いったん保留とさせてく
ださい。

水は常温で飲む方が体に優しいので、そうさせてください。
水道には浄水器をつけてあります。安心して水を飲んでくだ
さい。

お楽しみ会、誕生パーティーをしたい。

設備・環境

ペット(動物)を飼ってほしい。

マンガや小説を増やしてほしい（ドラゴンボール、空想
科学読本）

電気を暗くしてほしい。

部屋を大きくしてほしい。

自動センサー付きのトイレにしてほしい。

自動センサー付きの水道にしてほしい。

カバン入れのかご、入れやすいように、仕切りがあると
いい。

楽器がほしい。

サッカー、バドミントン、ドッヂボール、キャンプ、ゲーム
がやりたい。

冷水器をつけてほしい。

もっと大きなサイズのルービックキューブを置いてほし
い。

イスを新しくしてほしい。

クリスマスやハロウィンなどのイベントに合わせて、何か
パーティーをしたい。

おやびんの映画がいつでも観られるようにしてほしい。

トイレにせっけんを置いてほしい。

ひなみ塾　提案の作文2019

　皆さん、このたびはたくさんの提案を書いてくださって、ありがとうございます。学校は、学ぶ人のためのも
のです。皆さんにとって理想の学校になるよう、ボクやスタッフにできることはすぐに全力で実行します。これ
からも、いつでも、何でも、提案してください。楽しみに待っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひなみ塾　塾長　黒川裕一（おやびん)

提案　
イベント

みやじ豚BBQを春と秋、年2回やりたい。



早めに来た人は、2階の空きスペースを使って自習すること
ができますし、既にそうしている人は何人もいます。ぜひご
利用ください。
玄関にとれるスペースが限られているので、靴箱も一番幅の
狭いものを設置しています。快適に使っていただけるよう、
玄関周りの整理整頓もしていきます。出入りの際は、お互い
譲り合って靴を出し入れするのも、コミュニケーションの勉強
となります。今のままでお願いします。
エアコンの冷気を部屋全体に行き渡らせる為に扇風機や、
サーキュレーターを使うと効果的です。快適に学んでいただ
けるよう、これらについて検討します。
「みんなで共に学ぶ」という観点から、テレビの優先順位は
低いと考えます。みんなでテレビを観るよりも、みんなで何か
をする方がより大きく深い学びを得られると思うからです。
自動販売機は音がするので、教室内に置くと勉強の妨げに
なります。また、ひなみ塾は建物全部を借りているわけでは
ないので、教室外に設置することはできません。

姿勢はとても大切な習慣の一つで、姿勢のよい人は、必ず
勉強ができるようになります。そして、背もたれがない方が、
姿勢がよくなります。それゆえ、背もたれのない椅子を使っ
ています。

同上。
教室のスペースを考えたときに、ごみ箱から離れた人が捨て
るのはどれくらい「大変」でしょうか。できるだけ快適な空間で
学んでいただきたいからこそ、このように全塾生からの提案
を年1回いただいているわけですが、同時に利便性を追求
するあまり、「甘やかし」になってはいけないと考えます。例
えば、数メートル歩けば捨てられる場所にごみ箱があるので
あれば、ごみ箱を増やすよりも自分の方が歩いて捨てに行
けばよいですし、それを「大変」だと思わなくなるのが成長で
はないでしょうか。

現状、前のホワイトボードへの反射を軽減するためのアクリ
ル板を蛍光灯につけていますが、これにもデメリットがあるこ
とが分かっています。具体的には、ホワイトボード近くがやや
暗くなることと、長縄とびや武道などのアクティビティにおい
て、邪魔になることです。よって、現状のアクリル板は残しま
すが、これ以上の増設は保留させてください。クラス内での
説明の際は、できる限り前のホワイトボードで行うようにいた
します。

季節ごとに内装が変わるのは楽しいですね。いつでも具体
的なプランをご持参ください。喜んで検討させていただきま
す。

床暖房を入れるには工事が必要であり、建物自体の改変に
かかわりますので、ひなみ塾の一存では決められません。ま
た、エアコン設置のために、既に3か所、壁に穴を開けさせ
ていただいています。今ある暖房器具を最大限に活用し
て、快適に学習できるよう努めますので、ご理解ください。

いいですね。そういうチャレンジも、あってよいと思います。ま
ずは土曜日のひなみ食堂でやってみましょう。ご参加をお
待ちしています。
おもしろいですね。まずは、原案を自分で出してください。
「言い出しっぺがまずする」のが、健全なチームの基本で
す。

ありがとうございます。ぜひ、時々はそうしましょう。

「こくごとさんすう」クラスでは、年に4回、料理を行っていま
す。楽しみにしていてください。
講座内で読書の時間を設けるのは難しいのですが、講座前
や講座後は自由に読書をしても結構です。
スペシャルで実施できないか検討します。他にもやりたいこ
とがあったら、何でもご提案ください。

こくさんジュニア

料理をしたい。

読書の時間がほしい。

お絵かき、折り紙、トランポリン、跳び箱、工作（ミニチュ
アづくり）、ゲーム、プログラミングをしたい。

掃除でカーテン側だけではなく、出入口側も掃除した
い。

ひなみ塾のイメージキャラを作ってみたらいいと思う。

自動販売機がほしい。

ゴミ箱を増やしてほしい。

仕組み

できるだけ安い原料で美味しい料理を作ろうという講
座をしてほしい。

テレビを置いてほしい。

後ろのホワイトボードに照明が反射して見えづらいこと
があるので、反射を防ぐ何かがほしい。

季節のイベントごとに内装を飾ってほしい。

床暖房がほしい。

自習室を作ってほしい。

靴箱を大きくしてほしい。

扇風機をつけてほしい。

イスをソファーにしてほしい。

イスに背もたれがほしい。



今年も新たなパズルを準備しています。楽しみにしていてく
ださい。
足し算のパズルもあるので、いつでも言ってください。

音までつけると、撮影と編集の手間が何倍にもなり、クラス内
のスペシャルコンテンツのレベルを超えてしまいます。よっ
て、音なしで当面はやらせてください。皆さんが映画づくりに
慣れたら、音ありも検討します。
復習プリントは、必要最小限のことができるかどうかをチェッ
クするためのものです。今の復習プリントで十分なように設計
してありますので、これを速やかに終わらせて、できるだけ長
い時間、好きなパズルや応用問題に取り組んでください。
接続語のパズルを気に入り、もっと解きたいと思ってくださっ
て、ありがとうございます。その気持ちを何よりも大切にしてく
ださい。その上で、もっといろいろなパズルや問題に取り組
み、学ぶことの楽しさをもっともっと知ってください。（それ
で、各パズルは100番までになっています）
おやびんは、大学の教科書なども書いている英語のプロで
す。プロとして、責任と確信を持って、「小学生のうちは、英
語は必要ない」と断言します。英語よりも、友達と遊んだり、
体を動かしたり、そして国語や算数を勉強したりしてくださ
い。
漢字はとても大切な日本文化であり、とても面白いアートで
もあります。ひなみ塾では、他にも学ぶべきことがたくさんあ
るので「漢字ドリル」をやっていませんが、漢字が好きなら
ば、どんどん「漢字ドリル」をやって、漢字を覚えてください。
そして、せっかくならば、「漢字の由来」をインターネットや本
で調べてみてください。ますます漢字が好きになりますよ。
おやびんは、テストが好きではありません。点数や順位をつ
けることが教育的だとは思えないこと、そして、勉強はそれ自
体が楽しくてワクワクするものであって、テストのためにするも
のではないと思うことなどが、その理由です。しかし、自分の
学力を時々確かめたいという気持ちはわかります。よって、
来年からは、「診断テスト」を行うようにします。ただし、これは
「いい点をとる」ことや「順位をつけること」が目的ではなく、あ
くまでも「自分はどこが分かって、どこが分からないかを確か
める」ための機会です。そこをご理解ください。
「長く勉強したい」と思ってくださって、ありがとうございます。
「人間が最高に集中できるのは90分まで」という説がありま
す。おやびんも、経験から、そう感じています。よって、今の
授業時間になっています。
いいですね。できる限り、そうしましょう。ただし、外に出れ
ば、その分移動時間がかかります。また、安全管理も格段に
大変になります。よって、「そうするだけの必然性」があるとき
だけ、言い換えれば「外に出なければ学べないことを学ぶ」
というはっきりとした目的があるときだけ、外に出ることになり
ます。具体的に外で何を学びたいか、いつでも提案してくだ
さい。楽しみに待っています。
休み時間は、頭を休めるだけでなく、友達と仲良く遊んでそ
こから学ぶためにも、とても大切です。クラス前後の時間をぜ
ひ活用してください。

タブレットのような電子機器は、便利である一方で、弊害も多
数指摘されています。歴史が証明しているのは、紙と鉛筆さ
えあれば人は学べるということであり、「タブレットのように便
利な道具がなければ学べないこと」はほとんどないということ
です。道具に頼らず、自分の目や耳や口や手を使って学ぶ
習慣をつけましょう。

ひなみ塾には、大型テレビよりももっと大きなスクリーンがあり
ます。そして、必要に応じて英語の発音の映像なども流せま
す。
いいですね。ぜひそうしてください。そして、何でも提案して
ください。必ず、それをしっかりと受け止めて、応えます。

外で勉強、運動がしたい。

タブレットを入れてほしい。

クラス内に大型テレビがあるといい（英語の時、おやび
んがいなくても、発音や口の動きがわかるようにすると
いいと思う）。
スペシャルクラスでやることを、クラスのみんなで話し合
いたい。

漢字ドリルをやりたい。

休み時間を作りたい。

新しいパズルを増やしてほしい。

足し算の問題がやりたい。
こくさん

スペシャルクラスの「映画作り」最後の回は、音をつけ
て撮影したい。

復習プリント☆なしのプリントを作ってほしい。(4年生
用、5年生用、6年生用)

接続語のパズルを200番まで作ってほしい。

英語のクラスを増やしてほしい。

テストをやってほしい。

授業の時間を長くしたい。



ホワイトボードマーカーのインクにも、お金がかかります。そ
れは、皆様からお預かりした大切なお月謝から出ています。
落書きのためにお月謝を使うことは、許されないと考えます。
ご理解ください。
今年も新たなパズルを準備しています。楽しみにしていてく
ださい。
講座では、その時間にしかできないことを優先して取り上げ
ています。映画上映会も定期的に開催していますので、観
たい映画があったら、いつでもスタッフにお伝えください。
同上。

2018年の食育講座2回目から、食育講座の感想用紙に書い
ていただいた、メニューリクエストの中から、いちばん希望の
多かった料理のメニューを次の食育講座で作ることにしまし
た。これからも、たくさんのリクエストを楽しみにしています。

毎年、12月の大忘年会、3月の卒業記念パーティーでおや
びんが料理を作ります。ぜひ、会に参加してください。おや
びんの料理をみんなで食べましょう。楽しみにお待ちしてい
ます。
来年もスペシャルクラスで食育講座を年4回開催します。ス
ペシャルクラスの回は、皆さんの意見も聞きながら色々なこと
を実施していきたく、現時点では年に4回の食育講座が最適
と考え、スケジュールを組んでいます。また、ひなみ塾では、
食育講座の他にも自分たちで料理を作って、食べることの
できる「おやびん亭」を毎週土曜日に行っています。どなた
でも参加できますので、興味のある人は、クラスのスタッフに
詳しい内容を聞いて、ぜひ参加してください。

スペシャルクラスや5分シリーズの時間に実施できないか検
討します。他にもやりたいことがあったら、何でもご提案くだ
さい。

スペシャルの時間を、すでにできる限り増やしています。もっ
と増やせないか検討します。
いつでも将棋ができるように準備しています。講座後に将棋
を楽しむこともできるので、いつでもスタッフに声をかけてく
ださい。
ひなみ塾では、12月に大忘年会、3月には卒業記念パー
ティーを開催しています。ドッヂボール大会やじゃんけん大
会、将棋大会もあり、とても楽しい会です。この会でやりたい
ことを提案してください。楽しみに待っています。
またやりましょう。これからも皆さんの質問を楽しみにしてい
ます。

その意欲がとても嬉しいです。希望する人は、いつでも担当
スタッフに言ってください。個別に問題をお渡しします。
ひなみ塾は、進学塾ではなく、生きる力を育むための学び
舎です。ここで身につけた習慣を活かし、学んだことを応用
すれば、社会や理科も必ずできるようになります。勉強の仕
方がよく分からない場合には、もちろん気軽にご相談くださ
い。喜んでお答えします。

90分間休みなく集中し続けること自体が勉強であり、将来の
土台となる習慣づけの一部です。よって、基本的には講座
内に休憩時間を設けることはありません。

毎回、スタッフと相談しながらメニューを決めています。皆さ
んからの提案も大歓迎です。楽しみに待っています。
2020年もスペシャルクラスで食育講座を年3回開催します。
スペシャルクラスの回は、皆さんの意見も聞きながら色々な
ことを実施していきたく、現時点では年に3回の食育講座が
最適と考え、スケジュールを組んでいます。
スペシャルの時間を、すでにできる限り増やしています。もっ
と増やせないか検討します。

国数

社会と理科も教えてほしい。

国語の課題8題をもっと頻繁にやりたい。

講座の途中に休憩時間がほしい。

スペシャルでオムライス、ハンバーグを作りたい

料理の時間を増やしてほしい。

スペシャルをもう少し増やしてほしい。

ホワイトボードに落書きしたい。

将棋の時間を増やしてほしい。

パズルの種類を増やしたい。

年に1回だけクラスで「映画観賞」をしたい。

お楽しみ会をしたい。

また「おやびんの質問」をやりたい。

食育講座を増やしたい(月に１回料理を作りたい）。

スペシャルクラスを増やしてほしい。

人気の映画を見たい。お笑いを見たい。

料理でお菓子を色々つくりたい(クッキー・チョコレート・
ホットケーキ）ステーキを作りたい。

おやびんの料理をみんなで食べる。

トランプ(ババ抜き・UNO・スピード）、ルービックキュー
ブ、オセロ、ドッヂボール、ボルダリング、折り紙、サバ
ゲ―、野球、工作、そろばん、五色百人一首、鉄棒、ト
ランプタワー大会、連想ゲーム、ゲーム大会、バタフラ
イナイフ、殺陣)



大前提として、いつもクラス内で言っているように、語学は、
単語よりも文章です。単語にこだわるよりも、スペシャルコン
テンツで使っているような「文章」を丸ごと覚えることをお勧め
します。その上で、単語をおぼえる方法としては、現在このク
ラスで行っている方式（30 words）で徹底反復してください。
もっとも覚えやすい組み合わせと配列になっています。
英語しりとりはとても楽しく、ためになります。しかし、現在、
英語基礎クラスではやるべきことがとても多いため、英語しり
とりに時間を取れません。休み時間にぜひやって、楽しみな
がら力をつけてください。
スペシャルで取り上げる映画は、皆さんからのアンケートを
参考にするとともに、中学生が学ぶテキストとして最適のもの
を厳選しています。知っている映画を取り上げることの良い
点も多いですが、知らない映画の面白さを知っていただく機
会にもなれば良いと考えています。取り上げたい映画があれ
ば、いつでも教えてください。
国数における総合学習が料理、英語基礎における総合学
習が映画を使った授業になります。
今、1ヶ月に1回の頻度（年間12回）でスペシャルを取り入れ
ています。英語基礎では、文法を学ぶことで英語力の土台
を育むことが一番の目的です。そのために必要な文法項目
を学ぶ時間を確保しつつ、最大限にスペシャル（応用）の時
間を取り入れています。英語の土台ができてきたと感じたな
らば、ぜひ英語Aのクラスを受講してください。

洋楽は、英語Aで何度も教材として使っています。生の英語
に慣れれば慣れるほど、洋楽を楽しく歌えるようになれます
ので、いつでも体験に来てください。塾生からは体験料をい
ただいておりませんので、無料で体験できます。なお、「テン
ポが速くて難しい洋楽」にチャレンジするのも応援します。個
別にいつでもご相談ください。
英語Aは、まさにそれに特化したクラスです。ぜひ、一度体
験受講してみて下さい。もう一つの選択肢は、このクラス内
で、英語の通常講座のコマを少し減らし、時々英語Aの学習
内容に準じたスペシャルクラスを行うことです。受講者がその
ような選択をするのであれば、喜んで対応します。年末か年
始に議決するということでいかがでしょうか。
現状で、既に増やせるだけ増やしています。これ以上スペ
シャルを増やす場合、通常の国数英のコマを削ることになり
ます。ひなみ塾は、いわゆる「教科科目」に限らず、「生きる
力」を蓄えるのに役立つことならば、基本的にオープンで
す。よって、通常講座のコマを少し削り、その分もスペシャル
を通して学ぶという選択を受講者がするのであれば、喜んで
対応します。こちらも、年末か年明けに議決しましょう。
テキストは、後々振り替える際に一覧しやすいよう、できるだ
けコンパクトにまとめる努力をしています。ノートを持参し、テ
キストの問題を解くことをお勧めします。その方が見やすく、
復習もしやすいですよ。

承知しました。時々そのような例文も提示するようにします。

同感です。ありがとうございます。折々そのように伝えていき
ます。

ご提案をいただきましたので、実際に試してみましたが、A4
の用紙とホワイトボードの縦横比の違いから、どうしてもうまく
行きませんでした。申し訳ありません。できるだけ見やすく書
くようにしますので、ご了承ください。
了解しました。ぜひそうさせてください。どうぞお楽しみに。

高校総合

テキストの余白を多くしてほしい。

英語基礎

単語の覚え方を教えてほしい。

スペシャルで「スターウォーズ」「ジュラシックパーク」「ハ
リーポッター」をやりたい。

英語でも料理をしてほしい。

英語しりとりをしたい。

映画を使った授業（スペシャル）を増やしてほしい。

英語A
授業で習ったフレーズについて、「単語を変えたらこう
いう場面でも使える」という例文を出してほしい。

「80語おぼえるだけでペラペラに」というキャッチフレー
ズに違和感がある。映画の台詞を完璧に覚え、それを
実用する機会があってはじめてペラペラになると思うの
で、その機会を各々で作る必要があることも提言してい
くべき。

マーキング後、ホワイトボードに貼る文章と、マーキング
用テキストの文章を揃えてほしい。（改行など）

なるべく様々なジャンルの映画を扱ってほしい。

テンポが速くて難しい洋楽が歌いたい。

英語の授業で洋画や洋楽を使って学習したい。

スペシャルを増やしてほしい。



ひなみ塾は、「過保護」を避ける方針を貫いています。復習
プリントの答えは、講義ノートを読み返せばあるはずです。そ
れでもわからなければ質問してください。それらすべてが学
習の機会です。

塾生、とりわけ子供たちの大切な命をお預かりしているという
観点から、万一に備えてAEDを設置しておくべきと判断しま
した。直ちに導入いたします。
一つずつ撮っていき、一覧化します。動画は、通信で確認
ができるように。また、ホームページからもすぐに観ることが
出来るように整備します。ますます、基本を大切に。これから
も一緒に稽古しましょう。

穴が開いているところは、早速補修します。

勉強は、楽しいものですが、「学ぶ姿勢はとても大切」という
ことを、どのクラスでも伝えています。特に武道クラスは「心も
身体もつよくなる」という理念のもと、おやびんは毎日欠かさ
ず稽古しています。ふざけている人がいたら、お互いに注意
できるようなクラスにしましょう。もし、言いにくければ、まずは
近くにいる先輩に言ってみてください。きっと助けてくれます
よ。

ご意見をいただいてから、さっそく3種取り寄せてみました。
どれが使いやすいか、しばらく試したのち、買いそろえま
す。

講座後に、お茶でも飲みながら、参加している修了生に直
接尋ねてみてください。きっと喜んで答えてくれると思いま
す。毎回修了生に参加してもらえるように、担当者から呼び
かけます。

修了生の方たちに、受講当時のことや、今現在どのよ
うに学んだことを役立てているか聞いてみたい。

審査会での「形」（受け・突き・蹴りなども）のおやびんの
お手本を動画でアップしていただきたい。

ふざける人がいて、練習ができないときがあります。お
やびんに注意してほしい。

緑のマットに穴が開いていて、だいぶ危ない。汚い色
のところがある。

ホワイトボードイレイサーと、雑巾を変えてほしい。予算
がないのでしょうか。

しごとの学校

武道クラス「如水」

AEDを導入していただきたい。

復習プリントの答えをできればもらいたい。


