
ダイヤゲーム解説



もし、あなたが 勉強は しなければならないもの と思っているなら、

勉強は 好きではない かもしれませんね。人は 義務 や 命令が 大嫌い。

だから、そう思うのは仕方のないことです。 強制は イヤだよね。

自由に 生きたい！ 好きなように 生きたい！ 幸せに 生きたい！

そう思うなら、その夢を 叶える方法が あるんだけど 知りたいですか？

それは、夢を叶える 準備をする のです。

体育の時間でも ケガをしないように、準備体操をするよね。

あなたが 大人になって 幸せに 生きたいと思うなら、大ケガ

をしないように 学生の時から その準備を しておけばいいのです。
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あなたが 大ケガをせずに、幸せな人生を 送ってほしいと思っています。

だから、その準備の方法を 教えましょう！ それは、

何事にも 目的と 目標を 立てること。

目的とは 目指す方向にある 目指すエリアのこと。 目的

目標とは 具体的な 数字も入れた 目指す地点のこと。 目標

2 つの例えを上げると、

①目的が 成績を上げることであれば、

目標は テストの点数を 10 点上げること。

②目的が テストの点数を 上げること であれば、

目標は 勉強時間を １日１時間 増やすことになります。
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目的と 目標が決まれば、次に 成功のかけ算 通りに 実行しましょう！

そうれば 幸せな人生が送れます！ 成功のかけ算は、

学 ぶ       考える 動 く      幸せな人生

これは かけ算なので、一つでも０になると 答えも０になります。成功

のかけ算を使って、あなたが 幸せな人生を 送るなら、目標は 次のうち

どれが良いですか？

❖多くの学んだことを、困っている１万人に教えて 彼らを助ける。

❖たくさん学び、金持ちになる方法を考え 会社を作り １億円を貯める。

❖AI について学び、AI を作り、大金を手に入れ 自由な時間を楽しむ。

× ＝×
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❖ あなたの中に 眠っているダイヤモンドを 見つけてほしい。

❖ そのダイヤを自ら磨いて、輝いてほしい。

❖ そして、あなたに 幸せな人生を 送ってほしい。

そのために、目的と目標を決めて、成功のかけ算をして、

幸せな人生の準備ができる環境を作りました。

まるで、任天堂のマリオカートで遊ぶように、

あなたが考えたゲームで、みんなで、楽しく、

軽々と目標達成できる仕組みになっています。

名前は「ダイヤゲーム」。

これで、あなたの夢を叶える学習力が育むことを目指せます。

   なぜ、ダイヤゲームをするのか？4/4



① 目標を達成する方法！

② 目標達成した後の充実感、満足感、そして自信！

③ 仲間との一体感！

④ 魂を磨いた後の輝き！

   何を手に入れることができるのか？



ゲームのように 学習し、輝く！

別の言い方をすると、

生徒の意志で 勉強時間を 増やす！

  ダイヤゲームの目的



❖ ダイヤモンドレース 一人でコースレコードを目指す！

   マリオカート    ダイヤモンドレース

最速タイムを走るゴーストと勝負。 過去の自分と勝負。

１周する最速タイムを競う。 １カ月間に学習する最長タイムを競う。

ゲート（目標）の下を通る。 あなたが考えたゲート（目標）を突破する。

たくさんのしかけを乗り越える。例えば、、、

キノコを使うと、カートがダッシュ！

パックンに食べられると、カートがストップ！

３つのしかけを乗り越える。例えば、、、

できたらすごい目標を突破すると、、、

確実にできる目標を突破できないと、、、

❖ ダイヤグランプリ チームでライバルたちとデッドヒート！

チームになった友達と一緒に優勝を目指す！

   ダイヤモンドレース・ダイヤグランプリ



                                                       

← ＱＲコード

しごととーく

スプレッドシート
❖ ダイヤモンドレース

❖ ダイヤグランプリ

エントリーシート
❖Set up１：ゲームルール設定

カイゼンシート
❖Set up２：共感 or1 分間ゲーム

❖Set up３：分析・改善

  ダイヤゲーム３つの準備  ２sheets＋スマホ



①アクセス権をリクエスト ②塾側で確認（1 日間） ③名前とニックネーム入力

             Gmail でご招待メール

       をお送ります。

④３段階の目標を選択   ⑤表示専用 → ✓で解除 ⑥「2020」シートをタップ

   スプレッドシート ＤＲ ＤＧ



⑦ダイヤモンドレース  ⑧▼タップ・勉強時間指定 ⑨ダイヤグランプリシート

      ←勉強時間

        グラフ

下：カレンダー＆１日勉強時間

⑩アクセス権をリクエスト ⑪塾側で確認（準備完了後） ⑫ダイヤグランプリ

             Gmail でご招待メール

       をお送ります。

   スプレッドシート ＤＲ ＤＧ



Set up１

エントリーシート

生 徒

❖「ＮＨＫしごとーく」の動画１回分以上を視聴。

（ピンクファイルのＱＲコードから）

❖ ５つの項目に記入。

（詳細はこの後で説明）

❖ 毎日、生徒がカレンダーに１日の勉強時間を書くなどし

て、保護者に１日の勉強時間を報告。

保護者

❖ 毎日、スマホから１日の勉強時間をスプレッドシートに入

力して下さい。

❖ この時に最新ランキングが表示されるので、それをお子さ

んに伝えて下さい。

❖ 毎月１日にエントリーシートを写真に撮って、メール or

ラインで塾へ送信して下さい。

送信日 毎月 １日
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５つの項目



確実にできる目標ができなかった時の１分間

ゲームを考えよう！

カイゼンシートのＱＲコードから「ＮＨＫしご

とーく」の動画を見て、自分が幸せになりそう

な仕事を書こう！

当月のスケジュール

学習時間について ３段階に分けて、目標時間

を 20 分刻みで書こう！

  エントリーシート解説 Set  up１

来月のスケジュール

３段階の真ん中、それなりの目標を達成するた

めのルールを考えて書こう！

どんな条件を自分に与えれば、目標を達成でき

るのか考えてね。

「なぜ、勉強するのか」自分の心に質問をして、

勉強する目的を書いてみよう。



Set up２

共感･１分間ゲーム

生 徒

❖ 毎月１日に、スマホでスプレッドシートを見て、前月の１

日平均勉強時間を確認。

❖ 確実にできる目標が達成できなかった時は、自分の内側に

ある不純な「考え」や「気持ち」を取り除くために、エント

リーシートで考えた１分間ゲームをしよう。

エントリーシートで考えた１分間ゲーム↓

保護者

❖ 毎月１日に、スマホでスプレッドシートを見て、前月の１

日平均勉強時間を確認。

❖ できたらすごい目標が達成できた時は、保護者様がお子さ

んの視点に立って、お子さんが頑張った努力を見つけ出し、

感じたことを声に出して共感して下さい。

実施日 毎月１日（ずれてもＯＫ）

   ３つのしかけ（３Set up） 2/3



Set up３

カイゼンシート

生 徒

❖ 毎月１日に、自分の行動を分析し、改善方法を考えて、カ

イゼンシートに記入。

❖ 先月の

できたらすごい目標を達成した人は、

「左」の列の質問に答えて、記入。

できたらすごい目標を達成できなかった人は、

「右」の列の質問に答えて、記入。

❖ 勉強のやる気がでない人のために、セルフイメージトレー

ニングができる項目も用意しました。これで、自制心を強化

すするトレーニングをしてみましょう。

保護者
❖ 毎月１日に、カイゼンシートを写真に撮って、メール or

ラインで塾へ送信して下さい。

送信日 毎月 １日
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達成した

人

達成でき

なかった

人

セルフイメージ



❖ 生 徒

・毎日、カレンダーに１日の勉強時間を書く。

・毎月１日に、エントリーシートとカイゼンシートを書く。

・確実にできる目標が達成できなかった人は、毎月１日に

１分間ゲームをする。

❖ 保護者

・毎日、スマホからスプレッドシートに１日の勉強時間を入力。

・毎日、ランキングをお子さんに伝える。

・毎月 1 日にエントリーシートとカイゼンシートの写真を送る。

・できたらすごい目標が達成できた時は、毎月 1 日に共感する。

   まとめ



以上で、ダイヤゲームの方法について、

概要説明を終わりたいと思います。

長時間、ご視聴頂き有難うございました。       

個別指導キャリア  三輪


