
東大NETアカデミー進学塾

「東大生×ICT」
～東大講師による遠隔ライブ進学塾のご案内～

http://www.fioreconnection.com/todainetacademy/

http://www.fioreconnection.com/todainetacademy/


はじめに

最初に弊社の指導方針をご紹介させてください。

以上の指導方針の下、生徒様の成績向上に微力ながらもお力になるべくご提案させて頂きたく存じます。
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１ 基礎の徹底

私たち、東大NETアカデミーでは「基礎の徹底重視」を指導方針としております。

全ての土台である基礎を、応用まで念頭に置いた上で徹底的に身に付けるカリキュラムを組み、

生徒が実際に納得し、使いこなせるようになるまで丁寧に指導すること。

このことを全講師が徹底して実践しております。

２ 応用も基礎の組み合わせ

どのような難問も基礎で身につけた思考力にほんの少しの定石知識を組み合わせるだけで
解くことが出来ると信じております。
真に基礎を修得するとは、どのような問題にも動じない学力を身に付けることを指し、
生徒様と一緒にその域に達するべく日々指導力向上に努めております。



ICTを使った授業とは

①双方向性の存在
オンデマンドの授業とは異なり、
生徒と講師がコミュニケーションを
取りながら基礎を徹底し応用力を養います。
地域の中に、都心の学習環境が整い、
生徒の才能を全国レベルに引き上げます。

②東大生講師による「知の還元」
東大生は全国的にみても、恵まれた教育環境で学習してきたといえる
でしょう。「受験のプロ」である東大生講師は幅広い授業内容に対応
出来ます。また、弊社では学力はもとより、人間性にも重視した採用基準を
設け、東大生の中でもレベルの高い学生のみを選抜しております。

https://youtu.be/5lMHbcOJydk
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日本で初めての現役東大生によるオンライン学習塾。

全国各地にて受講可能

是非、動画をごらんください

https://youtu.be/5lMHbcOJydk


講師の質

授業の品質を決めるのは何より講師の能力であるとの考えから、講師の質を高めるための選抜と研修に

最大限の注意と時間を割いております。
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合格率20％で人間性重視の採用

指導力の有無のみでなく、コミュニケーション能力に優れ明るく愛嬌のある学生を採用しております。

そのため、現役東大生講師の採用は５人に１人と倍率を高く設定し、東大生の中でもレベルの高い

学生のみを選抜しております。

選抜

【ご参考】 講師の全就職先
2014年卒 ・・・ 日本銀行、国土交通省、金融庁、JICA、JT、JSPS日本学術振興会
2015年卒 ・・・ 東芝
2016年卒 ・・・ 三井住友銀行
2017年卒 ・・・ SONY、サントリー、総務省、JFEスチール、東京ガス、森ビル、弁護士、

40を超える研修項目をクリアした実力派のみ講師

初期研修では、ペンの持ち方や姿勢から始め生徒の集中力管理・場の盛り上げ方まで、講師として

必要な能力を幅広くかつ高水準で評価します。学生講師ではなくプロフェッショナル講師として生徒の

前に立ち、そこには新人や学生であることは関係ないということを深く理解してから授業を担当します。

初期
研修

毎日、毎月の講師間評価とノウハウ蓄積システム

初期研修が終わり授業を担当し始めてからも、定期的に講師間評価と生徒からのアンケート結果を基に

指導力向上することを怠りません。互いの授業スタイルにアドバイスするだけでなく、問題点やノウハウを

講師間で共有し意見を戦わせ、よりよい授業を講師全体で実現する仕組みを持っています。

継続
研修



採用率20％！当社の誇る講師のご紹介！
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名前 村田直毅 （むらたなおき）

所属 東京大学工学部計数工学科
システム情報工学コース

出身校 富山県立高岡高等学校

東大に合格したとき
の気持ちを一言で

とうちゃん！！！

名前 花田拓馬 (はなだたくま) 

所属 東京大学文科2類

出身校 私立開成高等学校

東大に合格したときの
気持ちを一言で

リベンジ成功！
地理を日本史に変更して

よかったぁぁぁぁ。

名前 前田 翠 （まえだみどり) 

所属 東京大学 工学部社会基盤学科

出身校 私立関西大倉高等学校

東大に合格したときの
気持ちを一言で

信じられない！



授業カリキュラム
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地域のニーズにあった授業を自由にカスタマイズ！

東大NETアカデミーでは学年・学力レベル・教科それぞれ柔軟に内容をご選択頂けます

■学年は小学生から高校生までの全学年が対象です。

■レベルは教科書の基礎レベルから難関校受験対策までご用意しております。

■教科は5教科7科目に加え、小論文対策も実施。

塾を始めたい！
けど、講師がいない！

通常クラスに加え

進学クラスを作りたい！

中学校クラスに加え

高校クラスも作りたい！



授業カリキュラム ～講師派遣～
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「夏期講習」や「受験直前集中講習」など

直接、東京大学の学生から講義を受けられるプランも！



料金体系① 初期費用、テキスト費
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【初期費用】

初期導入費 300,000

テレビ会議システム導入費（Live On） ※２ライセンス 100,000

（※別途 ランニングコスト 月額 10,000円）

※お手持ちの機材がございましたら代用頂けます。

-50インチのディスプレイ 60,000

-WindowsPC                      Windows7以降/i5以上/メモリ4GB（推奨） 50,000

-マイクスピーカー YAMAHA YVC1000（推奨) 120,000

-WebカメラMicrosoft           Life Cam studio（推奨） 8,000    

-三脚 SILK CompactⅡ （推奨） 6,000

【教材費】

学習内容にあわせて選定 実費
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料金体系② 授業料

２種類の契約体系があります。

①定額制

生徒数に関わらず、
1授業（90分）：21000円

②レベニューシェア制

生徒から集めた月謝総額
の６割

or

※税別になります。



導入実績
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自治体
■沖縄県 ■新潟県

-与那国町 -粟島浦村
-北大東村
-南大東村 ■鹿児島県
-金武町並里区 -伊仙町
-渡嘉敷村
-座間味村
-久米島町
-竹富町

■島根県
-邑南町

■宮崎県
-西米良村

■徳島県
-神山町
-上勝町

学校法人（私立）

■沖縄県
-沖縄尚学高等学校

学習塾

■沖縄県
-那覇尚学院
-レキオ高等学園
-意伸塾
-東大NETアカデミー進学塾

（東大・国公立医学部専門：直営塾）

■海外
-タイ/シラチャ校



代表からのご挨拶

「都心レベルの教育を日本全国、そして世界へ」
人材は資源であり、財産です。しかし、全国各地の多くの子供たちの才能か埋゙もれたままに
なっているのか現゙状です。特に地方など学ぶ環境によっては、才能を活かしきれていない・発
掘されていないということか多゙く見受けられます。

そこで我々は、「東大生講師による双方向遠隔ライブ授業」サーヒズである『東大NETアカデ
ミー』を通して「東大生をもっと身近に感じてもらえる環境」を全国の子どもたちに提供する
ことで、例えば、今まで大学進学さえ考えていなかった子どもたちに進学する意識を芽生えさ
せたり、また今まで夢でしかなかった難関校への 合格を「夢」から実現可能な「目標」に転
換できると信じています。

将来的には教育の地域格差をなくし笑顔溢れる社会創りに貢献していきたいと考えています。
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代表者 略歴

1980年 沖縄県浦添市生まれ

1999年 私立弘学館高等学校卒業

2004年 東京大学医学部健康科学科卒業

2006年 東京大学大学院医学系研究科卒業

2006年 グラクソ・スミスクライン入社

2010年 株式会社フィオレ・コネクション設立

株式会社フィオレ・コネクション

代表取締役社長

松川來仁



会社概要
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社名 株式会社フィオレ・コネクション

英語標記 FioreConnection Co., Ltd.

本社住所 東京都目黒区駒場1-32-21

代表者 代表取締役社長 松川來仁

資本金 17,850,000円

事業所

【駒場東大前指導センター】
〒153-0041
東京都目黒区駒場1-32-21
TEL：03-6804-9934
FAX：03-3868-0842
E-mail: info(a)todai-connect.com
【本郷指導センター】
〒113-0033
東京都文京区本郷４丁目１番地の１ 玉屋ビル5F
【沖縄指導センター】
〒901-2111
沖縄県浦添市経塚895-2
TEL/FAX：098-943-5655
E-mail: hyk(a)todai-connect.com
(a)=@

事業内容

＜遠隔教育事業＞
“東大生講師による双方向ライブ授業”サービス、「東大NETアカデミー」の運営
＜家庭教師派遣事業＞
都心部において、東大生家庭教師の派遣を行う「東大コネクト」の運営


