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やる気スイッチグループの個別指導塾「スクール IE®」

俳優・加藤 憲史郎さん出演の新 TVCM を 1 月 15 日（土）からスタート
～憲史郎さんのやる気スイッチが入るのは「目標を目前にした時」～
https://www.schoolie-net.jp/lp_cp/cm_2022/
 スクール IE 教室長と我が子の会話から、子どもの成長に気づく母の喜びを描写
 「個性別」のカリキュラムと指導メソッドで、志望校合格や目標達成を強力にバックアップ
 2021 年 オリコン顧客満足度®調査*1、個別指導塾で唯一の 4 冠受賞を記念した特別キャンペーンも実施中
株式会社やる気スイッチグループ（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司

以下、やる気スイッチグループ）が展

®

開する個別指導塾「スクール IE 」は、新 TVCM「あ、成長してる。
」篇を 1 月 15 日（土）から全国でリリースしま
す。新 TVCM でまず映し出されるのは、注目の若手俳優、加藤 憲史郎さんが扮する中学生が勉強するシーン。生徒のや
る気スイッチが入り本気で勉強に取り組む様子や、生徒が心を開いているスクール IE の教室長との信頼関係。そして、
我が子の成長した姿に、不安が安心と納得へと変わり、安堵し、喜ぶ母の姿を描いています。

新 TVCM スクール IE 2022「あ、成長してる。」篇

【新 TVCM スクール IE 2022「あ、成長してる。
」篇

概要】

講師が見守る中、本気で勉強に取り組む加藤 憲史郎さん。まさに「やる気スイッチ」が入っている様子が映し出され
る。そして、加藤 憲史郎さん扮する中学生とその母親、スクール IE 教室長の面談シーン。教室長がズバリ言い当て
た、生徒のやる気スイッチが入ったきっかけとは…？思春期ならではの難しい年頃の我が子と教室長とのやりとりを見て
母親は…。
「目標があるっていいと思う。一緒にがんばろう」3 人が気持ちをひとつにして、夢や目標に向かってまっす
ぐに進んでいく様子が描かれている。

1/3

出演の加藤 憲史郎さんは、
「今回の CM のような先生がいると、自分の気分やその日の調子に合わせて楽しく教えてくれ
るのでとても頑張れます」と当 CM 撮影を振り返り語っています。また、“テストでいい点を取る、などの目標を目の前
にした時”にやる気スイッチが入るそう。
「将来は、兄（俳優・加藤 清史郎さん）のような多くの方に愛される俳優にな
れるよう、一つひとつのお仕事に一生懸命取り組んでいきたいです」と夢への意欲も話してくれました。
放映開始日 ：

1 月 15 日（土）

放映エリア：

全国（一部地域を除く）

加藤 憲史郎さんプロフィール
・NHK 大河ドラマ「西郷どん」（村田新八 幼少役）

制作スタッフ：

・テレビ朝日「相棒」「魔進戦隊キラメイジャー」

演出：藤岡 ツグト

・ミュージカル「エリザベート」
「メリーポピンズ」

クリエイティブディレクター ：河野 良武（博報堂）

・蜷川 実花監督「ONE PIECE」記念映像作品

プランナー：伊藤 毅（博報堂）

『WE ARE ONE』Scene3『カイト先生』篇(西村陸役)

コピーライター：向井 恭子（博報堂）

・CM「トヨタ自動車」2 代目こども店長「東急リバブル」

撮影：根本 祐樹（copain）
出演：加藤 憲史郎

また、当 TVCM と連動し、ポスターやチラシ等も
展開して参ります。

スクール IE では、お子さまの個性や学力に合わせた教え方や宿題の出し方、目標の立て方を教えてこそ、やる気スイッ
チを入れることができる（＝自発的に勉強をするようになる）と考えています。独自の個性診断「ETS（やる気アップシ
ステム）
」で「学習習慣」や「生活習慣」
「育てられ方」など、お子さまの個性・性格を分析し、相性のいい講師を選び出
します。さらに、学力診断テスト「PCS（成績アップシステム）
」
）を使って、お子さまの学力を“見える化”。これらの結
果をもとに、専用テキスト（
「夢 SEED」
）を本当に必要な学習項目に厳選してオーダーメイドで作成します。また、教室
長と担当講師がお子さまの学習を強力にバックアップ。保護者面談も定期的に行い、ご家庭からの情報も、学習指導へ役
立てています。授業の曜日、時間等をお選びいただけるほか、受講形態も通学またはオンラインで選択可能です。この、
「個性別」指導メソッドによる、効率的で効果的な学習により志望校合格・苦手克服・成績アップを目指します。
➤スクール IE オフィシャルホームページ： https://www.schoolie-net.jp/lp_cp/cm_2022/

2021 年 オリコン顧客満足度®調査*1

個別指導塾「史上初*2」の 4 冠受賞＆4 年連続 3 冠達成

スクール IE では、満足度 No.1 の授業を一人でも多くのお子さまに体感いただけるようキャンペーンをご用意しまし
た。3,300 円（税込）で 90 分の個別授業*3 を 4 回受講いただけるほか、スクール IE 独自の個性診断と学力診断テス
トもお受けいただけます。4 月 30 日（土）までの期間限定。現学年での苦手克服に、新学年の塾選びに、是非お役立
てください。※教室により内容が異なる場合がございます。※スクール IE の授業を初めて受ける方が対象です。
無料体験授業も実施中。資料請求などのお問合せ先：

0120-869-104

※受付時間 10:00～21:00（日祝除く）

＊1：2021 年 オリコン顧客満足度®調査「大学受験 個別指導塾 現役 首都圏」
「高校受験 個別指導塾 東北/東海/甲信越・北陸」第 1 位、2020 年 オリ
コン顧客満足度®調査「大学受験 個別指導塾 現役 首都圏」「高校受験 個別指導塾 甲信越・北陸」「小学生 個別指導塾 首都圏」第 1 位、2019 年 オリコ
ン顧客満足度®調査「高校受験 個別指導塾 東海/甲信越・北陸」「小学生 個別指導塾 首都圏」第 1 位、2018 年 オリコン顧客満足度®調査「大学受験 個
別指導塾 現役 首都圏」
「高校受験 個別指導塾 近畿」「小学生 個別指導塾 首都圏」第 1 位
＊2：小学生・中学受験・高校受験・大学受験の個別指導塾ランキングにおいて史上初
＊3：授業は 1 対 2（講師 1 人に対し生徒 2 人）の形式で 90 分です。

【添付資料】新 TVCM スクール IE 2022「あ、成長してる。
」篇 15 秒

全国（一部地域を除く）
以上

®

スクール IE

全国で 1,000 以上の教室を展開するスクール IE®は、生徒一人ひとりの個性や学習関連能力に合わせたオーダーメイド
の個別指導塾。スクール IE は、独自の個性診断（ETS）と学力診断テスト（PCS）をもとに各単元の設問や難易度を設
定したオーダーメイドテキスト（夢 SEED）を作成し、生徒一人ひとりの目標設定に合わせて最適な学習計画を立てるこ
とで、効果的・効率的な学習ができるようにすることが特長です。
また、生徒の個性と相性のいい講師をマッチングし、お子さまのやる気を最大限に引き出しながら、苦手克服・成績アッ
プ・志望校合格、そして夢の実現をサポートします。
株式会社やる気スイッチグループ
やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクール IE®」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・ア
イズ®」
、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe®（ウィンビー）
」
、英語で預かる学童教室「Kids Duo®（キッズデ
、バイリンガル幼児園「キッズデュオインターナショナル
ュオ）
」
、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン®」
（KDI: Kids Duo International®）
」
「アイキッズスター（i Kids Star®）
」の 7 つのスクールブランドを展開する総合教
育サービス会社として、現在国内外で 1,900 以上の教室を展開し、11 万人以上の子どもたちの学びをサポートしていま
す。2020 年には「プログラミング教育 HALLO powered by Playgram x やる気スイッチ™」
「英語みらいラボ 能見
台」
「思考力ラボ」といった新しい学びのサービスを立ち上げました。
やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子ども
たちの夢と人生を応援します。公式サイト URL：https://www.yarukiswitch.jp/
やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。
フランチャイズオーナー募集サイト URL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/

本件に関するお問い合せ
株式会社 やる気スイッチグループ
広報部：金沢・須田
TEL： 03-6845-1203
Mail：t_kanazawa@ysg.co.jp, i_suda@ysg.co.jp

【添付資料】新 TVCM スクール IE 2022「あ、成長してる。」篇 15 秒 全国（一部地域を除く）

教室長）
憲史郎くん、
最近、本気度が変わってきて。

教室長）
実は、なりたい職業があるんだよね？

憲史郎くん）
え、それ内緒だって。

教室長）
目標があるっていいと思う。
一緒に目指していこう。

母モノローグ）
あ、成長してる。
NA）
個性別指導で、君は変わる。
スクール IE

