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塾長プロフィール

1 年後、あなたは何をしていますか？

教育にむけられる人々の関心が、日に日に熱くなっている昨今

です。少子化による大学全入と言われる一方で、ゆとり教育の

弊害としての学力低下が叫ばれ、世の中は「受験生が大学に選

ばれる時代」から、「学ぶ気持ちのある人が大学を選ぶ時代」

へとシフトしています。大学教育の対象は、高校新卒者のみな

らず広く一般に広がり、それに伴い大学入試のありようも大き

く変化しています。

そのような中で、高校生にとっての進路選びはますます難しさ

を増しています。一つ前の世代には要求されなかった情報化

社会に対応できる能力と、異分野への果敢な挑戦を恐れない

柔軟な意欲、そして新しい職業観が求められています。

「自分とは何か？」、「自分は何をしたいのか？」、「自分は何を目

指すべきなのか？」。自我の確立する高校時代にいろいろなこと

を学び、考え、知り、しっかりと自己把握をしておきましょう。

あくまでも大学合格はゴールではなく一つの節目、経過にすぎ

ません。私たち Creating Processでは、大学受験を契機とし

た自己把握と学力強化、コミュニケーション能力育成のお手伝

いをしています。社会の入り口に立つ高校生のための、オーダー

メイドの学習の場に是非お越しください。誠意あふれる講師陣

とともに将来を創り続けましょう。

教育コンサルティング　Creating Process

塾長 
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適性を見出す進路指導と個々に応じた柔軟な対応で、
上質の個人指導を限られた皆様にご提供します

教育コンサルティング Creating Processは東京学芸大学教育学部

附属高等学校大泉校舎元教諭の三原由起子とその教え子が中心と

なり 1999年に創業。高校生以上の方々の個別ニーズに対応した指

導とコンサルティングをしています。限定少人数制で毎年着実な進

学実績を挙げ、過去 8年の平均合格率は 95.7%です。

年間の受講会員数を限定し、1対 1、1対 4、8人までの講座による

限定少人数制指導で、現場経験と有名大学合格実績豊富な講師が

効率よく指導します。適した目標設定に主力を置いた丁寧な進路指

導、そして考える力を磨く受験指導を中心に、目標探しによってや

りがいを見出し、潜在的な能力を開花させます。

対応科目 :現代文・古文・漢文・英語・リスニング・歴史・小論文　他

それぞれにちがう人格を持ち個性を持つ私たちには
ひとり一人異なる学習方法があるはずです

人はひとり一人異なる個性を持ちそれぞれ別の人生を歩んでいます。

その内側に蓄えられるのはそれぞれに異なる一瞬一瞬の時の積み重

ね、過程 “process”です。それが他とは違う人生を築きます。当然そ

の過程を創るのは自分以外の何者でもありません。自身の価値観を

形成するために、自分の手と足で切り拓く人生を歩みましょう。

信頼感が満足を生む

　東京・東京外国語・富山医科薬科・慶應義塾・早稲田・上智      

　ICU・同志社・立教・中央・青山学院・立命館・成蹊・麗澤

 明治学院・学習院・津田塾・東京女子・日本女子・聖心女子

日本医・日大松戸歯・多摩美・武蔵野美・日大芸術　他

実 績

大学受験指導

この安心のサポートシステムが皆様のモチベーションを高め、確実

な自立心の成長に導きます。

受験勉強としての国語（現代文・古文・漢文）と小論文指導を通

して読解力と表現力を培います。英語は受験文法と本格英会話で

Reading Writingをサポート。リスニングの試験にも自信がつきま

す。また必要に応じて世界史・日本史にも対応できます。どれもオ

リジナル教材と市販問題集を使い無駄のない実戦力養成指導で、

センター・国立二次・私大対策を整えます。

皆様の “process” 創りをサポート

1.　ケースバイケースのアドバイスシステム
　　可能な限り個のニーズにお応えする基本方針

2.　全ての根源「言語力」を強力養成　
　　最終的にものを言うのは言語運用能力

3.　高校生の人生を大学合格後も強力サポート
　　学力増強と進路形成を援護
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Creating Process独自の方法と教材で真の考える力と書く力を養成

する中身の詰まった人気講座です。オリジナル問題と大学入試過去

問題を教材に、年間 100本以上書きますので、どんなに小論文が

苦手な人でも立派な文章が書けるようになります。

Voice
「私は小論文に苦手意識を持っていました・・・」

慶應義塾大学 経済・法合格／立教女学院高校卒

佐藤　雅子

私は高 2の終わりから大手塾で勉強していまし

た。1クラス 30人という大手塾の小論文講義

では一人一人に対する添削や指導が十分では

なく、不満を感じていました。模試では小論文

の評価がいつも低く、足を引っ張っていました。

高 3の夏前にワラにもすがる思いで入会しました。今読み返すと入

会当時に私の書いた小論文は構成も論点もひどいもので、何よりも

私は小論文に苦手意識をもっていました。Creating Processでの先

生の添削やアドバイスはいつも分かりやすく考えさせられました。受

験の頃には「私が書いてきた小論文の量は誰にも負けない。様々な

テーマを書いてきたからどんな問題にも対処できる。」という自信が

ついていました。また出願の際には受験計画の相談にものって頂き、

生徒一人一人への手厚いケアには本当に感謝しています。

Creating Process の存在は心強く、私が受験に成功したのは

Creating Processのおかげです。ここで小論文を学んだことは単に

受験のためだけではなく、私の将来に大いに役立つと確信しています。

本当にありがとうございました。

ただ内容の是非判定や誤字・脱字・誤表記を

修正する指導法ではありません

合格を超える考える小論文を教えます

創業以来の合格率 95.7%　

国立二次、慶應義塾、上智公募推薦、AO入試等

年間受講会員数限定による少人数徹底指導

最大 1クラス 4人までの少数対面指導

オリジナル教材と大学過去問題を使用

考える力を養う個々に応じたカリキュラム設定

学期毎の成績表を配布

進歩のわかる10段階評価と丁寧なコメント付

小論文指導

小論文の授業の流れ

宿題①の提出

前回の原稿の返却・指導

本日の課題（時間内執筆）

宿題①の返却・指導   解説・質問など

次回までの宿題②配布
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自己推薦入試や A.O. 入試の対策はしてもらえますか？

補助をします。あくまでも主役は受験生自身ですからご本人の

それまでの積み上げとこれからの努力が必要です。多様化す

る大学入試に対応し最新の情報と経験に基づき、願書作成の

指導から面接指導まで有効なアドバイスをします。

慶應義塾 SFC AO、早稲田 AO、上智公募推薦、中央法・総合政策

自己推薦、国立公募推薦、その他に限定数対応。

Voice
「飛行機通学で手に入れた合格」

慶應義塾大学環境情報学部 AO合格／北海道立苫小牧高等学校卒

臼井　旬

CreatingProcessの AO対策を受け、書類作

成では AO入試に対する心構えから細かい文

言まで指導していただき、自分のアピールポイ

ントや表現したいことを文章に出しきることが

できました。

私は面接があまり得意ではなく、最初の面接対策では答えに詰まり、

何を言いたいのかよく分からないようなひどい状態でした。しかし予

想問答の添削や応答指導・面接への姿勢を教えていただき精一杯取

り組んだ結果、最終の模擬面接では自分でも驚くほど上手く対応で

き、本番も面接官の厳しい質問にしっかり答えることができました。

私は北海道に住んでいたので遠距離指導でしたが、メールや FAX

でのとても親切で的確な指導により書類作成・面接の両方に万全の

態勢で臨むことが出来ました。慶應義塾大学環境情報学部に合格

できたのも自分の能力をフルに引き出して下さった先生方のおかげ

です。ここでの学びは決して楽なものではありませんでしたが、こ

れからの人生においても大きな財産になると確信できます。ありが

とうございました。

各種教育・進路相談に応じます

教育環境を選ぶ時代に

中等教育学校など新しい学校種も生まれ、中高一貫教育にシフトす

るなど、高校の教育課程そのものが大きく様変わりしています。教

育制度全体の見直しや学力低下の問題も大きく叫ばれています。「享

受者が選ぶ教育」への変化の中で、様々な選択肢からお子様に最

適な教育環境を探す時代になりました。

教育地や学校選び、進路選択や学力知力の増強、帰国子女の受験、

進路選択の考え方や方法、それらに親としてどのように関わるのか

など、教育に関するご相談全般に応じます。お電話予約による単発

のご相談制度とご入会登録制度がこざいます。お気軽にお問合せく

ださい。

限定極少人数制の個に応じた指導法

Creating Processは、東京学芸大学附属高校元教諭であり帰国子

女教育指導者である塾長三原由起子の経験に基づき、帰国子女教

育の基本である極少人数制の個に応じた指導法を、広く一般の指導

に応用する独自のスタンスをとっています。形式的なマンツーマンで

はなく、生徒ひとり一人の生育歴、学習歴を踏まえ、学力と生活の

両面に即した専門的な教育法を採用しています。

個を尊重する教育を最重視するために、年間の受講会員数を限定

し、以下を可能にしています。

自己推薦・AO入試出願・面接対策 保護者の皆様へ

＊ 各種講座受講中の方の教育相談は無料です。

＊ 年間在籍会員数限定につき
     ご入会のお問い合わせはお早めにお願いします。

＊ 塾長の無料定期講演会を実施しています。
　 詳細はホームページをご覧ください。

1.   ひとり一人の特性や潜在能力、進度をしっかり把握

2.   生徒との心の通う信頼の絆が成長を促進

3.   保護者との緊密な連携で安心のサポート
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海外にお住まいのご家庭が抱える最も大きな不安を豊富な経験とサ

ポートシステムで強力にバックアップします。帰国高校生教育 25年

の経験による多くの指導事例に基づき心をこめて擁護します。帰国

高校生のための進路指導機関です。

海外生活と
帰国後の学びをフォロー

旧文部省帰国子女教育指導者講習会修了

の帰国高校生教育の専門家と帰国子女自

身が両方の立場からの支援をします。

一口に帰国子女受け入れ校といっても、生

徒の極少数が帰国子女の学校、大半の生

徒が帰国子女の学校といろいろあります。

そのような学校差や個々のニーズに適した

学習をプランニングし指導します。学習歴

の不足の補強と、既存の語学力の持続と

伸長を目指し、最適な大学への入学をサ

ポートします。

海外生活で得たかけがえのない経験を自覚

し、よりよい人生展開ができるよう、自分

探しをサポートします。帰国子女の悩みは

帰国子女にしかわかりません。必要なアイ

デンティティ確立のお手伝いをします。

教科教育としての学習補助にとどまらず、

生活面・環境面・意識面におよぶサポート

を行うことによって、より充実した帰国後

の学習活動と目標探しを促します。

＊ホームページをご参照下さい。

お問い合わせのページからメールで

ご相談をお受けしています。 

帰国高校生サポート

生育歴・在外学校種・言語及び適応状況・帰国後年数等、  
個に応じたプランニング

日本語力に左右されない潜在能力の識別と適性の発掘

既得の異文化コミュニケーション能力を学習向上に応用し、
思考力伸長を促し志望大学への合格に導く

海外・地方在住の方には FAX・E-mailによる国語・小論文
通信添削と進路相談を組み合わせた年間登録会員制度

帰国枠入試受験資格のない帰国子女の大学受験をしっかり
サポート

5つの特徴

首都圏に集中して居住する帰国子女には、様々な帰国枠による大学

入試の選択肢があります。とはいえ、各人の年齢と在外地、習熟言語、

在籍した学校種など在外歴が多様であるため、たとえ兄弟であって

も生育歴は全く異なります。これは各個人によって必要な学習内容、

順序、方法も全く異なることを意味します。そのためご家庭の悩み

も千差万別です。帰国子女の実情によほど通じていなければ個々の

ケースに適したアドバイスや指導は出来ません。帰国前、帰国後年

数を問わず私たち Creating Processにお任せください。経験豊富な

弊社には、ご両親の詳細な説明はご不要です。お気軽にお問い合わ

せ下さい。

＊ 帰国枠入試対策・一般入試対策・推薦入試対策等の具体的なカ
リキュラムや受講形式は詳細なご相談の上で個別に決定します。

http://www.creatingprocess.com
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キャリアコンサルティングCreating Process
大学進学後も継続的に「学び」の意欲を支え「適職さがし」をお手伝

いし、大学生活をサポートしています。就職や資格取得など、社会人

になった後も、人生の水先案内役を務めます。

大学生以上の成人のための、進路指導、教育相談、キャリア相談、

人生相談の窓口と、論文、英会話、帰国子女の日本語力養成など

の各種講座をご用意しています。

3つのポイント

1.   多様化する学問分野からの学びの選択と方法を強力フォロー

2.   社会の変化や動向を予測し適職選びや針路をアドバイス

3.   大人のための論文指導や TOEIC 対策で就職や進学を支援

大学入学後の学びと進路選びをフォロー
高校時代から大学生活、就職活動、その後まで、
人生の様々な場面を支えます。

大学入学後のサポート

Voice
「自分を甘やかしてはくれないという信頼感が安心感」

東京学芸大学附属高校大泉校舎卒
慶應義塾大学環境情報学部卒 / ㈱ブリヂストン

小島　崇

私は高校 3年生のときに主に小論文を見て頂

き、慶應義塾大学環境情報学部に合格しまし

た。そのときに得た一番の事柄は、勉強よりも

もっと根本的なもので、自分を甘やかさないと

いうことでした。「自分は甘いな」と思ってい

ながら、どうしたら変われるかわからないという人は決して少なくな

いはずです。テキパキとなんでもこなし、心の底からの強さが溢れ

ている人がコミュニティに 1人はいますが、そういう人と自分との違

いを考えても答えは出ません。人との比較ではなく、自分の中に答

えはあると私は思います。それを見つけ、なりたい自分を実現するこ

とを Creating Process は手伝ってくれました。

とても熱心で厳しい人が集まっているので相談に行くのは勇気がい

りますが、逆に自分を甘やかしてはくれないという信頼感が安心感

です。それは今現在も同じです。

Voice
「自分の成長が確実に見える」

ケントリッジ高校卒（米国・シアトル）/ 成蹊大学文学部国際文化学科卒
アップルコンピュータ㈱

森本　佳奈子

私は、中学 2年から高校卒業まで米国のシアト

ルで過ごし、在外時から Creating Processの

遠隔指導を受け、帰国後も引き続きご指導頂

きました。限られた時間の中で小論文や面接対

策を受け、念願の成蹊大学文学部国際文化学

科 AOマルデス入試に合格し、大学卒業まで小

論文を受講し続けました。常に異なるテーマを読み、限られた字数

で要約し、自分の言葉で論じることは、大学の試験やレポートにと

ても役立ちました。一歩踏み込んだ考え方ができるようになり、大

学の先生方に高い評価を得ることができました。

また就職活動時には、徹底した自己分析を行い、業界や企業を絞り

こみ入念な企業研究をして、自分がその企業でどんな仕事をしたい

かを考え、内容の濃いエントリーシートが作成できました。面接対

策を経て、それまでの小論で培ってきた、自分の考えを自分の言葉

で表現する力を実際の面接で活かし、第一希望のアップルコンピュー

タ社から内定を頂くことができました。

Creating Processは、その時学生に何が必要かを俊敏に把握し、ま

た実践で確実に役立つ明確なご指導をして下さるので、大学生活は

もちろん、就職活動もとても充実したものになりました。

�0 ��



高校生対象
大学受験対策講座（教科指導）
1対 1、1対 4、8人までの少人数講座の 3形式。
現代文・古典・英語・リスニング・世界史･日本史

小論文実力養成講座
基礎編と応用編の二つのコースがあります。
独自の指導法で緻密に指導。書く自信がつきます。

帰国生学習対策講座
国語と英語を中心に個々の生育歴や現状に応じて、
必要な指導をします。幼少時帰国者もご相談下さい。

海外・地方在住者対象
海外在住中高生のための登録会員コンサルティング
年間の家族登録制で教育や帰国後の受験について、
e-mailや電話でアドバイスします。遠隔論文・国語指導あり。

論文 FAX添削講座
通学が困難な方のための FAX添削の小論文指導です。
目的に応じて、対面指導との組合せも出来ます。

大学生・社会人対象
大学生のための論文講座年間パックコース
大学での勉学に必要な文章力を鍛えます。
月 1回～進学者用本格論文まで、回数増減自由です。

大学生のためのキャリアと論文コース
文章力を強化しながら就職活動を支えるコースです。
自己分析・適性把握・目標設定を経て就活を支援します。

TOEIC・TOEFL対策コース
留学や就職、社会人の英語力強化対策のコースです。

社会人英会話コース
目的に応じたコース設定で 1対 1の英会話指導をします。

ご相談・ご入会のプロセス

ご相談内容についての

質疑応答

お電話などで

お問合せ

各種講座のご紹介

＊ ご相談事項やご希望を相談員にお話しください。

ご相談日時のご予約

ご相談日までの準備
＊ ご 依 頼 主 様：成績表・生育歴等のメモのご用意
＊ Creating Process：ご要望にお応えする資料を準備

対面ご相談　
約 60 分（有料）  ※ 1

＊ 保護者とご本人双方から、学業成績・現在までの
    活動や志向、姿勢・意欲等をうかがいます。

Creating Process の理念をご理解頂いた方

受講が必要な方 受講の必要のない方 ※ 2

ご入会（終身会員）   
※ 3 受講お申込み

＊受講中の随時教育相談は無料

単発ご相談 （非会員）

＊ご相談有料

受講開始
※ 1：90 分以上から追加料金を頂きます。

※ 2：ご相談により受講の要が認められない
　場合はご入会をお奨めしません。

※ 3：年間受講会員数限定のため定員に達し
 次第ご入会を締め切ります。

教育コンサルティング クリエイティングプロセス
有限会社 クリエイティングコミュニケーションズ
〒 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-3-1-603
Tel : 03-5772-2737   Fax : 03-5772-2738
 h t t p : // w w w. c r e a t i n g p r o c e s s . c o m

Tel :  03-5772-2737
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（年間受講会員数限定）
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