
学塾は10周年を迎えます
地域のみなさまに10周年の感謝を込めて

私は生徒さんたちと接する上でまず何より、信頼してもらうこと、安心しても
らうことが大切だと考えています。そのために授業中や休み時間に関わらず
「話を最後までしっかりと聞く」ということを心がけています。学習の内容だ
けでなく、家庭や学校など塾外でどんなことがあったのかを聞くことで、生
徒さん一人一人の人柄を知ることができ、話を重ねていくうちに信頼関係
を築いていくことができます。私が目指しているのは、生徒さんたちがそれ
ぞれ笑顔で楽しく学んでいける環境です。そのような場を作っていけるよう
にこれからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願い致します。

講師　鈴木 寿和
現代を生きる子どもたちには「思考する力」を身につけてほしい
と、私は考えています。ですから、学塾生には問題の解き方はもち
ろん、「どうすれば漢字や英単語を覚えられるのか」「どれくらい練
習すれば計算が速くできるようになるのか」といった学習方法ま
で、まずは生徒自身に考えてもらうよう働きかけています。それに
対して、助言や提案をすることで塾生をより良い未来へ導くこと
が私共の責務です。学塾生が自身で思考できる自律した人へと
成長してくれることを願いながら、今後も精進して参ります。

講師　菅沼 悠

私は生徒に「現状に向き合い工夫して物事を前進させる力」を手
に入れていただきたいと考えています。
生徒の状況（意欲・目標・学習の定着度）に合わせて、一人ひとり
に共感し寄り添うことで目に見える学習上の成果を追求すること
はもちろん、授業を通して生徒が自身について新たな気づきを得
たり、興味のきっかけとなることを目指しています。地域のみなさ
ま、本年もよろしくお願いいたします。

講師　 五十嵐 美優

私は中学生の時、学塾に生徒として通っていました。
そして現在は、講師という立場で学塾で働いています。
私は授業を行なう際には、生徒目線になってどのように説明して
もらうと理解しやすいかを意識しています。
例えば、難しいことや問題でも、分かりやすいもの置き換えて説
明することによって、生徒に理解してもらうように心がけて授業を
しています。ひとりでも多くの生徒の「分からない」を「分かる」に
変えていきたいです。

講師　村上

学塾で講師を始めて2年半ほどになりますが、本当に暖かい場所だなあと感
じます。塾長はいつも生徒や講師思いで、他の講師の方々も生徒のためにな
にかできないかと常に考えて授業に取り組まれています。この全員が生徒思
いなところが、ただ勉強するという空間にとどまらない学塾の良さだと感じ
ます。私もそんな暖かい居場所づくりができるよう、生徒と同じ目線に立って
コミュニケーションを取り、安心して学習に取り組んでもらえるように心がけ
ています。これからも学塾でたくさんの生徒が学びを得られることを心より
願っています。

講師　三谷 彩暖

こんにちは！学塾の講師として5年目になります、大西です。私は中学生の頃、
部活動の友人達ができて間も無い学塾に通い始めた中、別の塾に通ってい
ました。私は勉強には自信があり、みんなに負けることはないだろうと思って
いました。しかし、学塾に通い始めた友人達のテストの点数が徐々に上がり
始め、気づいた時にはみんなに抜かされないように焦っている自分がいまし
た。点数が上がっただけでなく、勉強に対する姿勢が変わったと感じた覚え
があります。現在講師として働く中で「楽しく、かつ成績が上がる」ことを目標
として指導を行っています。10年前に私が友人を通して感じた学塾の指導
力は、脈々と受け継がれています。

講師　大西 爽太

学塾 塾長 桑波田 高明
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講師紹介
在籍講師 ２５名

この春、10周年を迎えることができたのは塾生・保護者様をはじめ地域の方のおかげです。 
心より感謝御礼申し上げます。

塾生の成績向上、志望校合格を目標に1年1年取り組んで参りました。
順風満帆に進んだ10年ではありませんでしたが、私自身が生徒との関わりのなかで後悔することが無いよう、自分たちでできる
ベストを尽くしてきました。「思い描いた結果に繋がった、厳しいと思っていた学校に合格できた。」という喜びの声をいただくこと
もあれば、私たちの力不足により「上位校の壁は厚かった。まさかの結果になってしまった。」と一緒に涙をすることもありました。
それでも「人間万事塞翁が馬」とはよく言ったもので、縁があって進学した先で卒塾生が充実した日々を過ごしてくれていること
を聞くと、私も救われたような気持ちになります。

毎年を真剣勝負と思い、気持ちを込めて塾生・保護者様と向き合っていくこと。
11年目の今年も初心を忘れることなく頑張らせていただきます。

これまでも、たくさんのお手紙やお言葉をいただいてきましたが、一番嬉しいのは「学塾に通ってよかった。」というひと言です。
これは他の何にも変えることはできません。
今後も地域の個人塾として塾生・保護者様から「学塾に通ってよかった。」そう言っていただける教室を作っていきます。
地域のみなさま、これからも学塾をよろしくお願いいたします。
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大阪府立大学（応用生命科学類）
同志社大学（文学部）
関西大学（化学生命工学部）
甲南大学（文学部）
大和大学（保健医療学部）
大阪工業大学（工学部）
追手門学院大学（国際教養学部）
大阪産業大学（工学部 交通機械工学科）
大阪産業大学（工学部 機械工学科）

藍野高校（看護科）
上宮高校（英数コース）
上宮高校（プレップコース）
大阪高校（総合進学コース）
大阪学院大学附属高校（特進コース）
大阪国際滝川高校（総合進学コース）
大阪産業大学附属高校（進学コース）
大阪商業大学高校（グローバル商大コース）
大阪電気通信大学高校（総合進学コース）
大阪桐蔭高校（Ⅲ類）
大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）
近畿大学附属高校（進学コース）2名
興國高校（進学アドバンス）
金光藤蔭高校（特別進学コース）
常翔学園高校（文理コース）
昇陽高校（保育コース）
東朋高等専修学校
プール学院高校（国際コース）
港南造形高校
市岡高校
淀商業高校（福祉ボランティア）
大正白稜高校　2名

水都国際中学
上宮学園中学（特進コース）　
上宮学園中学（Gコース）2名
大阪学芸中学

2021年 令和3年度入試

大阪経済大学（経済学部）
奈良学園大学（保健医療学部 看護学科）
桃山学院大学（経営学部）

天王寺高校（文理学科）
東高校（普通科）
桜和高校（教育文理学科）
水都国際高校 ２名
花園高校（普通科）
咲くやこの花高校（食物文化科）
都島工業（理数工学科）
桃山学院高校（S英数コース）
桃山学院高校（国際コースA）
大阪学芸高校（特進コースⅠ類）
大阪学芸高校（特進コースⅡ類）
大阪産業大学附属高校（国際コース）2名 特待生1名
四天王寺東高校　
大阪学院大学附属高校（特進コース）
大阪学院大学附属高校（国際コース）
大阪学院大学附属高校（普通コース）
履正社高校（学藝コースⅠ類）
大阪成蹊女子
（アート・イラスト・アニメーションコース）特待生
大阪成蹊女子（幼児教育コース）
浪速高校（Ⅲ類）2名
東海大大阪仰星高校（英数特進コース）
大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）
大阪高校（総合進学コース）

清風中学（理Ⅰコース）
上宮学園中（特進コース）
上宮学園中（Gコース）　
大阪学芸中学
プール学院中学（総合特進コース）
武庫川女子中学（CGコース）

2022年 令和4年度入試

桃山学院大学
大阪体育大学
大阪保育福祉専門学校

関西大学北陽高校（文理コース）2名
常翔学園高校（特進コース）
近畿大学附属高校（進学コース）
上宮高校（プレップコース）
大阪学芸高校（特進コース）
大阪産業大学附属高校（普通科特進コースⅡ）
大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）2名
金蘭会高校（看護進学コース）
宣真高校（看護系進学コース）
大阪薫英女子学院高校（SEコース）
清明学院高校（総合コース）
大阪商業大学堺高校（特進アドバンスコース）
大阪緑涼高校（総合進学コース）特待生
大阪成蹊女子高校
大阪スクールオブミュージック専門学校
汎愛高校（体育科）
成城高校
花園高校　2名
農芸高校（ハイテク農芸科）
大正白稜高校

帝塚山学院中学（関学コース）
帝塚山学院中学（ヴェルジェコース）
上宮学園中学（Gコース）
常翔啓光学園中学（未来探求）
東海大大阪仰星中学（総合進学）

2019年 平成31年度入試

大阪学芸高校（特進理数コース）
大阪学芸高校（特進コース）
大阪学芸高校（国際コース）
大阪学芸高校（進学コース）
大体大浪商高校（進学総合コース）
履正社高校（集約文理コースⅠ類）
履正社高校（集約文理コースⅡ類）
阪南大高校（総合進学コース）2名
上宮高校（英数コース）
上宮高校（プレップコース）2名
興國高校（アドバンスコース）
興國高校（進学アカデミア）
大阪偕星学園（総合コース）
清明学院高校（特進コース）2名
清明学院高校（進学コース）
大阪夕陽丘学園高校（特進コースⅠ類）
大阪高校（総合進学コース）
常翔学園高校（文理進学コース）
市岡高校　3名
今宮高校　
旭高校
港高校　3名
大塚高校（体育科）
農芸高校

泉尾工業高校（セラミック科）
近畿大学附属中学（英数プログレス）
上宮学園中学（アップコース）
関西大倉中学
神戸龍谷中学（英進グローバル）
桃山学院中学（進学6ヵ年）
履正社学園豊中中学（3ヵ年独立コース）

2017年 平成29年度入試

大阪高校（普通コース）2名
大阪高校（文理特進コース）
大阪学芸高校（特進コース）2名
大阪学芸高校（進学コース）
京都外大西高校（体育コース）
阪南大高校（総合進学コース）
大阪偕星学園高校（総合コース）
大阪産業大学附属高校（グローバルコース）
大阪成蹊女子高校（キャリア進学コース）
明星高校（文理コース）
上宮高校（パワーコース）
上宮高校（英数コース）
上宮高校（プレップコース）
興國高校（キャリアトライコース）
大阪薫英女学院高校（英語進学コース）
城南学園高校（幼児教育・福祉コース）
佐久長聖高校
高津高校（文理学科）
旭高校（普通科）3名
南高校（英語科）
大塚高校
港高校
島本高校
生野工業高校
泉尾高校

土佐塾中学
関西大学第一中学
大阪大谷中学
上宮中学　3名
金蘭会中学
大阪教育大附属平野中学

2016年 平成28年度入試

阿倍野高校
大阪学芸高校
大阪学院大附属高校（特進コース）
大阪産業大学附属高校（特進Ⅱコース）
興國高校（キャリアトライコース）
明浄学院高校
大阪偕星学園高校
泉尾高校

プール学院大学
常磐会学園大学
旭高校　2名
南高校（国語科）
西成高校
桃山学院高校（文理）２名
上宮高校（英数コース）
上宮高校（プレップコース）
履正社高校（集約文理Ⅱコース）
履正社高校（集約文理Ⅰコース）
近畿大学附属高校（進学コース）
大阪産業大学附属高校（特進Ⅱ）特待生
関西大学第一高校
星翔高校

大阪教育大附属天王寺中学
明星中学（特進コース）
清風中学（理Ⅱコース）
土佐塾中学

2015年 平成27年度入試

2014年 平成26年度入試

近畿大学附属高校（特進文理Ⅱ）
常翔学園高校（文理コース）
上宮高校（英数コース）
興國高校（スーパーアドバンスコース）
大阪産業大学附属高校（特進Ⅱコース）
大阪産業大学附属高校（グローバルコース）
プール学院高校（特進コース）
相愛高校（特進コース）入学金免除
大阪学芸高校（国際コース）
大阪学芸高校（進学コース）
大阪夕陽丘学園高校（特進Ⅰコース）
大阪夕陽丘学園高校（国際コース）
大阪夕陽丘学園高校（美術コース）
アサンプション国際高校（グローバルコース）
初芝橋本高校
阪南大高校（総合進学コース）2名
大商学園高校（進学コース）
アナン学園高校（看護コース）
樟蔭高校（アートスポーツコース）
あべの翔学高校（普通進学）2名
大阪高校（総合）特待生
大阪電気通信大学附属高校（健康スポーツコース）
昇陽高校（進学コース）
住吉高校（国際文化）
今宮高校　2名
ビジネスフロンティア高校
阿倍野高校
港高校
都島工業高校（理数工学科）
堺西高校
園芸高校（フラワーファクトリー科）
桜宮高校（人間スポーツ科学科）
大阪市立工芸高校（プロダクトデザイン科）
成城高校

初芝立命館中学（セレクト・アカデミアコース）
関大北陽中学
大谷中学（特進コース）
桃山学院中学（6年進学コース）
上宮学園中学（特進コース）
帝塚山学院中学（関学コース）
帝塚山学院中学（ヴェルジェコース）
武庫川女子大附属中学（創造グローバルコース）
金蘭会中学

2018年 平成30年度入試
立命館大学（経営学部）
立命館大学（産業社会学部）
関西大学（商学部）
近畿大学（経営学部）
大阪経済大学（経済学部）
武庫川女子大学（文学部）
摂南大学（外国語学部）
桃山学院大学（国際教養学部）
桃山学院大学（経営学部）
四條畷学園大学（看護学部）
神戸常盤大学（保健科学部）

西大和学園高校
清風南海高校
桃山学院高校（英数コース）
大阪産業大学附属高校（特進Ⅱ）
大阪夕陽丘学園高校（特進Ⅱ類）　2名
阪南大高校
大阪学芸高校（進学コース）
大阪学院大学附属高校
箕面自由学園高校
興國高校（アスリートコース）　2名
興國高校（ITビジネス）
太成学院高校（スポーツ進学コース）
金光藤蔭高校（ITライセンス）
英真学園高校香ヶ丘リベルテ高校
（クッキングエキスパート）
大塚高校（体育科）
成城高校（エンパワーメント）
高津高校
阿倍野高校
西高校
港高校
扇町総合高校
大正白稜高校
園芸高校
泉尾工業高校

大阪女学院中学校
桃山学院中学校（進学コース）
上宮学園中学校（特進コース）

2020年 令和2年度入試

入会金 無料 先着
15名様 3月・4月授業料 3月・4月授業料無料

先着
5名様

新中学1年生全学年対象 新小学5年生・6年生先着
10名様 3月・4月授業料

お問い合わせ

無料 無料

合格実績

検 索学塾 堀江個別教室 

約5年間、学塾に通ってました。誰よりもこの塾で授業を受けた自負が
あります。私が受講したどの先生も気さくで優しく、どんな小さな疑問
にも理解するまで真摯に答えてくれるので基礎でつまずくことは無
かったです。早朝学習会や夏期講習も同じゴールに向かう同級生と一
緒に勉強していたので、今思い返すとむしろ楽しんで学んでいたと感
じます。これから通うあなたにも学塾といい思い出が出来ることを
願っています。 小國 桃寿

私は学塾2期生とし入塾し、講師の方々の指導のおかげ
で自分の将来の選択が大きく広がりました。その後、私
は大学生で講師として学塾で働くことになりました。私
にとって学塾は勉強だけでなく、人として大きく成長で
きた場所でした。なので1人でも多くの子が学塾で学べ
ることを願っています。

矢吹 永和

私は5年ほど通っていました。学塾は自分のペースで勉強に取り組め、自分
がやりたいように進めれるのですごくやりやすく居心地が良かったです。
授業や講習なども先生方から話してくれるので質問しやすい雰囲気でした。
それだけでなく七夕で願い事を書いたり受験の時は送る会があったり行
事ごとに生徒や先生との交流がある事で家で集中できなくてもここに来
れば仲間と先生がいて目標に向かうことが出来る心強さがありました。
この塾で学ぶことが出来てよかったです。 山田 大愛

卒塾生の声

10周年記念キャンペーン 期間：2月１日（水）～４月22日（土）


