
成績を急上昇
大得意にして

・英語の成績UPのために、英語を最初の一歩から丁寧に。 
（成績UPに向けて、何をはじめて、いつまでに、どこまで実行しなければならないか。を明確化・徹底サポート！ 

・本人に直接授業。理解➡実際に点数が取れる！まで、指導を致します。 
・定員制(　　)を採用。➡成績UPにつながる勉強プランを個人ごとに作成。 
(生徒全員の受験スケジュールの計画から、実際に合格できるまでの勉強量・勉強方法を個人ごとに完全管理・指導します。）

・休校開けで、何から始めたらいいかわからないし、勉強のやり方・取り組み方を知らない。 
・関関同立・産近甲龍を目標にしているが、今のままではなあ、難しいと思っている。 
・勉強に対して、漠然と不安があり、今から、どうしたらいいか、困っている。

078-842-3115
まずは、こちらの電話番号から、説明会にお申し込みください。

このような環境を用意して、お電話をお待ちしております。これまでの実績をご覧ください。（裏面に体験記がございますので、ぜひご覧ください。） 
志望校合格に向けて、当塾は本気で取り組みます。「当てはまるかもしれない、英語を頑張ってみたい。」という方は、まずは、 
お電話にて説明会へのご予約をお願い致します。 

はじめまして。春名英語塾住吉校 代表の高橋と申します。下記のお悩み・不安をお持ちの高校生にご案内です。

上記のこれらを解消して、英語を得意に！➡成績を急上昇させる勉強を始めませんか？当塾では、

　住所：神戸市東灘区住吉宮町４丁目ー２-４牧浦ビル２F・３F　

最　新　合　格　実　績 
六甲アイランド高校　松森康太くん（ラグビー部）山田中学　関西大学　商学部 
六甲アイランド高校　塩本育史くん（ラグビー部）長峰中学　関西大学　総合情報学部 
須磨友が丘高校　　　吉野秀哉くん（サッカー部）向洋中学　関西大学　人間健康学部 
神戸学院付属高校     石野絢心くん（軽音楽部）住吉中学　　 関西大学　文学部 ( 特待生) 
六甲アイランド高校　川中秀康くん（ラグビー部）魚崎中学　関西大学　社会安全学部 
六甲アイランド高校　Yくん　　　　（ラグビー部）　　　　関西大学　政策創造学部 
県立芦屋高校　　　　Aくん　　　　（サッカー部）　　　　関西大学　人間健康学部 
六甲アイランド高校　Mさん　　　　　　　　　　　　　　　関西大学　文学部 
六甲アイランド高校　Mくん　　　　　　　　　　　　　　　関西大学　社会安全学部

春名英語塾 
住吉校

六甲アイランド高校　大澤陽太郎くん（ラグビー部）本山南中学　 関西学院大学　国際学部 
六甲アイランド高校　水谷隼人くん　（ラグビー部）本山南中学　　　関西学院大学    経済学部 
六甲アイランド高校　荻田十百朗くん（ラグビー部）上野中学　　関西学院大学　総合政策学部 
県立葺合高校　　　　Yくん　　　　（サッカー部）　　　　　　関西学院大学　商学部 
六甲アイランド高校　後藤真由さん　本山南中学　　　　　　　　関西学院大学　商学部 
六甲アイランド高校　村上萌香さん　長野中学　　　　　　　　　関西学院大学　文学部 
六甲アイランド高校　安福俊哉くん（ラグビー部）本山中学　　　関西学院大学　人間福祉学部 
県立葺合高校　　　　河上世海くん（テニス部）　向洋中学　　　関西学院大学　商学部 

※ラグビー・サッカー部は１１月まで部活をやりながら合格！ラグビー部３年連続関関同立に合格！！

3年生30人 
2年生20人

※合格した学部数ではなく 
合格した大学数で表記

説明会 日程

新3年生
7月5日(日) 12:00~ 

7月12日(日) 12:00~

7月4日（土）16:00~ 

7月11日（土）16:00~

HPはこちらから

関西学院大学　8人合格　/　11人受験
関西大学 9人合格　/　１4人受験

同志社大学 ２人合格　/　2人受験
県立葺合高校　　　　大中優太くん　（サッカー部）魚崎中学　同志社大学　商学部 
六甲アイランド高校　藤原一樹くん　（テニス部）魚崎中学　同志社大学GC学部英米科

直近 
3年間

※AO・指定校・推薦入試を除く

不安な英語を

高校生へ
新2年生

この夏

関関同立現役合格率 71％（19人/27人）
現役生のみの実績です。ほぼ全員が偏差値50以下・英語苦手からのスタートで、1年以内の通塾で合格を果たしています。

偏差値60 
志望校A判定(      )

させたい



「点が取れなかった過去問、春名塾のアドバイスで一気に点数がUP！　　　　
模試でE判定でも関学へ！

村上萌香（六甲アイランド高校） ➡ 関西学院大学　文学部　 
部活はしていなかったので時間はたくさんあったけど、ぜんぜん勉強に手をつけていませんでした。そのせいで英語の授業とかでも、 
はじめは先生方の言っていることがまったくわからなかったけど、いわれたことをやっていたら少しずつ点数が上がっていきました。 
その中でも特に大変だったのが、世界史の暗記です。関学は細部まで覚えておかないと、ちょっとしたひっかけがたくさんあったので、 
丸暗記ではダメで、なかなか点数につながりませんでした。授業で、「関学はボーダー高いから、落としたらダメな問題を絶対に 
おとさずに、取れる問題を確実にとりきる！」という指導を先生に行ってもらって、本番まで必死にやったのを覚えています。 
私から後輩に言えることは、どの教科も平等にできるようになるのがベストです！！先生方のいうことをしっかり守ってやって、 
がんばってください！先生方一年間ありがとうございました！

「暗記が苦手だった私。我流の丸暗記をやめて、塾流の暗記と対策で、関学
合格！！！」

”ルーティーンを決めてやってみ。”→このアドバイスで苦手な世界史が得意に！！！
11月まで部活でも、関大現役合格！

高校名や模試がE判定、偏差値31でも関係ない！自分がやるかやらん
か！この塾は逆転合格・受かりたい人を応援してくれます。

2018年　合格者の声

2019年　合格者の声
11月までラグビー、受験に対して無知すぎた僕でも、春名塾の関学へ 
行くための専門対策で、関学入試初日で合格！

後藤真由（六甲アイランド高校）➡関西学院大学 商学部 近畿大学社会学部（公募推薦） 

私は2年の2月にこの塾に入るまでどうやって英文を読んでいたのか思い出せないくらい英語ができませんでした。入ってからも 
すぐには、いまいち理解できませんでした。でも、先生の言うことを守ってていれば少しずつ読めるようになりました。12月 
から関学の過去問を解くようになったときに、思うように点数がとれないこともたくさんありました。そんなとき、前々から 
先生に言われていた単語帳を作ることをはじめました。そうすると作り始める前よりも点数がとれるようになりました。 
だから、本当に言うことを守っていれば、ちゃんと点数を取れるようになるので、先生方の言うことを信じて 
がんばってください。一年間ありがとうございました！

「この塾は、関関同立に対してめっちゃ強い。」と入試中に思いました 
私立文系ならこの塾に来てください。

自習室に一番篭ったのは多分、僕です！いつ来ても自習室で自分の専用席が
使えました！受験までの計画を立ててくれるのでめっちゃ助かりました！

川中秀康（六甲アイランド高校）ラグビー部 ➡ 関西大学 社会安全学部 
最初には英語が強いと聞いていたので、ついていけるか不安でした。実際に授業を受けてみると、日々の単語・熟語・精読をしっかり 
やっておくことが大切だということを知りました。それからは毎日単語・精読・熟語を欠かさずにやっていくうちに学校のテストや 
模試で成果が出始めて、それが自信へと変わっていきました。けど、僕は11月まで部活をやっていて、それまでは英語に時間を 
あてていたので、社会がなかなか伸びませんでした。部活が終わり、受験勉強に本腰をいれはじめたときに、先生から 
「ルーティーンを決めてやってみ。」とアドバイスを受けたので、そのとおりに毎日続けてみました。そうすると、受験では 
得意科目になりました。。最初、塾に入ったときは大学にいければいいなあと思っていたけど、先生方のおかげで、本命の大学へ 
行くことができ、本当に感謝しています。後輩のみなさんへ。毎日こつこつ勉強していれば、その分、絶対に返ってくるので、 
最後まであきらめずがんばってください！！

「家で独学」よりも「塾内ランキングで競い合って」一気にレベルUP！！
河上世海（葺合高校）テニス部 ➡ 関西学院大学 商学部 
塾に通い始めるまでは、スタディサプリなどを活用して勉強していました。僕はもともと、どの塾に通わず、独学で大学受験に挑む 
つもりでしたが、この塾に入って本当に良かったと思っています。なぜなら、独学は絶対にできない、「競い合うこと」がこの塾に 
入ってできたからです。この塾は、夏以降から教室ごとの英語のランキングを張り出してくれます。そこで毎回自分の立ち位置や 
塾の友人と比べあいをしていました。僕はこれが最大のメリットだと思っています。周りとテストの点数を意識しあい、競い合う 
ことで自然と自分を含む全体のレベルが向上していったと思っています。僕が合格することができたのは、このすばらしい環境のもと 
で勉強できたからだと思っています。後輩の皆さんにもぜひ、ランキングを意識し、高めあってほしいです。

この塾はめっちゃ厳しいです。けどやれば絶対に受からせてくれます！

説明会 
日程
月謝

（定額/税込)

3年・高卒生（定員30名）：英語週２回：36,000円（関関同立・産近甲龍・女子大対策）英文法・現代文・古典・社会　週1回  (希望者のみ）各¥6,000 ～ ¥9,000-
2年（定員20名）：英語週2回：31,000円/集団授業（英検2級合格対策）個別授業（模試偏差値60以上対策）
１年（定員10名）：英語週1回：22,000円/学校別授業（英語順位 TOP10対策）※2020年度大学入試改革に伴い、12月より料金を改定いたしました。

新3年生 新2年生
7月4日(日) 12:00~ 
7月12日(日) 12:00~

安福俊哉（六甲アイランド高校）ラグビー部 ➡ 関西学院大学 人間福祉学部 
英語は個人的に好きで、個別指導を通じて曖昧さをなくせば、秋くらいには合格点に達しました。歯をくいしばって勉強に取り組めば、 
賢い高校でなくても、部活を秋までやっていても関関同立にいけることを見せることができました。本当にこの塾でよかった！

おすすめは自習室！いつでも席のある部屋をフル活用して関大合格！英語
が苦手で模試がE判定でも、最終的には関大に！

多忙すぎる部活　ラグビー部でも、戦略さえあれば、現役で関学合格！

3年連続!! 六甲アイランド高校ラグビー部、関関同立合格！

大学厳正化、関係なし！合格の秘訣は戦略と対応力！

11月までサッカーをしてても、先生の個別課題をこなせば志望校に行ける！
秋山高軌（県立芦屋高校）サッカー部 ➡ 甲南大学 経済学部 
もともと部活動しか頭になく、勉強は全くしてこなかったので、出された課題をしてくるのは、正直、しんどかったです。（笑）でも、 
毎週個別で出される課題をサボらずにやると、確実に成績は伸びます。11月の選手権が終わった後、スムーズに切り替えれたのはこの塾の 
おかげです。自分のやる気さえあれば、この軸は確実にそのレベルまで連れて行ってくれます！

荻田百十朗 (六甲アイランド高校) ラグビー部 ➡ 関西学院大学 総合政策学部 
僕の場合は、入試の制度や特色などが何も知らない状態で塾に入ってきたので「どこを頑張れば、大学に受かるのか」そして 
「何を頑張ればいいのか」が全くわかりませんでした。そんな僕に先生方は具体的に教えてくれた点がとても良かったです。教科を 
例にしていうと、僕は英語が何となく出来る方でした。しかし、文法などあやふやな点がいくつかあり、大得意とまでは言えません 
でした。ですが、１対１の個別授業を通じて苦手をなくしていき、最終的には他の受験生に差を付けれるまでのレベルになりました。 
そのレベルになったもう一つの理由が、自習室と過去問をいつでも使える環境にあります。僕自身が合格点に達せたのも、実は、 
入試１週間前でした。そこに達するまでひたすらこもれる環境に感謝したいです。

大中優太 (葺合高校) サッカー部 ➡　 
卒業する時に本当に良かったなあと思える塾です。というのも、実は、当時、受験に対する不安から個人塾や周りの大手塾とは違う 
ので、大丈夫かなあと感じることが多かったからです。ただ、それでも、高橋先生が合理的で、的確なアドバイス・指導を行ってくれた 
ので、10月で関学の過去問が170点に到達しました。その時に感じたことが、春名塾で言われたことを完全にこなせれば、確実に力に 
なる！でした。また当日の入試でも、高橋先生との個別指導の方がよっぽど圧があったので、全くプレッシャーを感じませんでした笑 
（当時個別指導はめっちゃ嫌いでした。笑）後輩に言えることは、この塾は本当に「関関同立に対して、対策・授業がしっかり 
しているので、 与えられたものを確実にやれば絶対に受かります。確実にこなしてください。英語が苦手な人へ、塾の文法集は僕の 
知る限り、完璧です。これをまず完璧にやれば絶対に成績は上がります。私大に本気で受かりたいなら春名塾に来てやってみてください。

同志社大学 商学部 関西学院大学 商学部

水谷隼人 (六甲アイランド高校)ラグビー部 ➡  関西学院大学 商学部 
まず、この塾は名前の通り、英語が特に伸びると思っています。僕は高校2年生の時にこの塾に入りました。最初は英語が苦手だった 
けど日々の個別・集団の授業や、英単語熟語を覚えて、卒業する頃には得意科目になりました。この塾では一人一人の得意なところ・ 
苦手なところを把握して、随時適切に指導をしてくれるので、効率よく学習ができます。なので、僕はラグビー部で、11月まで部活 
があったけれど、自分を最後まで追い詰めることなく、いい意味で余裕を持って勉強することができました。また、ランキングの 
張り出しがあるので、仲間と競いながら、学習することができました。皆さんも高橋さんの指導をきちんと聞いて、それをすれば 
絶対に合格できるので、部活とかで忙しくても最後まで諦めずに頑張ってください！最後に先生方、本当に今までありがとう 
ございました。

石野絢心（神戸学院付属高校）軽音楽部 ➡ 関西大学 文学部（特待生） 
僕は５月にこの塾に入り、英語・世界史の授業をとっていました。この塾の利点は、完全に個別でその人の能力を見て、勉強の 
ペースを考えて、進めてもらえる点です。大手予備校とは違って、的確に時期なども加味してアドバイス・勉強法を教えてもらえる 
ので、先生方の言うことを聞いていれば間違いないと思います。言われたことのほかに僕は英文の音読などをしていました。 
塾の授業のプリントと音読だけでかなりスラスラ読めるようになりました。環境面では、周りと自分を比べていけるように 
ランキングなどもあったので、互いに高め合える仲間に出会えたのも大きかったです。高校2年生時点で僕は偏差値31で、模試の 
判定も最後までE判定でしたが先生の言うことを信じれば合格できます！ありがとうございました！

吉野秀哉（須磨友が丘）サッカー部 ➡ 関西大学 人間健康学部 
僕は11月までサッカーを続けながらの受験でした。本来なら、5月の総体で引退した仲間とは差がつくはず 
なのに、結果、僕の方が明らかに良い進路先でした。これは、春名塾で本当に厳しく熱心に指導して 
いただいたからだと思っています。部活動をやりながら、勉強を妥協したくない人にとって最適の塾です！

松森康太（六甲アイランド高校）ラグビー部 ➡ 関西大学 商学部 
この塾での英語は、たくさんの長文に触れることができ、次第に読解力を身につけることができます。塾に入った時は英語は 
苦手科目だったのですが、個別授業などを通じて、わからないところを潰していき、最後、受験本番では得意科目にすることが 
できました。毎週のテストでは順位も張り出せれ、塾の仲間と切磋琢磨し、結果が出せるようになりました。 
お勧めできる点は、自習室です。いつでも行くことができ、常に席があります。勉強もはかどりますし、この自習室の環境は 
フルに有効活用するべきだと思います。受験中はしんどいこともたくさんあると思いますが、自分と先生の言うことを信じて進んで 
いってください！そうすれば絶対に合格を掴み取ることができると思います。頑張ってください！

中学校の個別塾と違って、親身な面談・アドバイスで、苦手を克服して関大へ！
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

塩本育史 (六甲アイランド高校) ラグビー部 ➡ 関西大学 総合情報学部
僕が大学に受かった理由は、個別授業にあります。毎週の個別指導で先生からアドバイスやダメ出しをもらい、 
自分の苦手な箇所、次回までの詳細な目標設定で僕の成績は確実に上がっていきました。春名英語塾は僕が中学の時に 
通っていた塾とは全然違っていて決して置いてけぼりにされることが全くなくて、最後の最後まで苦手だった日本史を 
最後まで諦めずに、できたのは、親身になってくれる先生たちのおかげでした。もし本気で真剣に勉強したいなら、 
春名塾が良いと思っています！

左記の日程でご都合が 
合わない場合でもご相談ください。可能な限り 
個人ごとに対応させていただきます。

　2020年　最新合格体験記

運動部、大躍進！１年以内で合格続出！！

※紙面と発表日程の都合で一部抜粋となっております。 
最新版もHPに続々掲載中！

大澤　陽太郎(六甲アイランド高校) ラグビー部 ➡ 関西学院大学 国際学部　現役合格！
合格の秘訣は、まずは言われたことをやりきること！始めるのが遅くても、周りの人が頭が良くても関係ない、言われたことをやれば成績は上がります！

2020年　合格者の声

松本めぐみ (六甲アイランド高校) 弦楽部 ➡ 京都女子大学　家政学部 
中学の時は好きだった英語が高校に入り、急に苦手な科目に・・・。集団の授業は初めてで、最初はとても不安でしたが、 
先生が一人一人細かく見てくださり、英語の成績が上がっていくのが、目に見えてはっきりとわかりました。上がるたびにとても 
嬉しかったです。また、授業に関しても復習を大事にしてくれるので、私のように１からしっかりと理解したい人にとっては、 
かなり合っていると感じました。また英語だけではなく、日本史も毎週目標を決めて管理してもらえるので、よかったです。 
3年生の４月から第一志望を変えずに、合格できたのは塾の先生方のおかげです！ありがとうございました！

関西難関女子大に現役で合格！合格の秘訣は復習の丁寧さ！苦手になって 
困っていた英語を一気に克服！

勉強なんてやったことない僕でも、成績が一気に伸びたその理由は？笑
草地　栄紀 (葺合高校) 少林寺拳法 ➡ 甲南大学　文学部 
この塾に入る前は、英単語すらまともにやっておらず、文法というものも無知な状態でした。そんな僕がなぜ、甲南に受かったのか 
というと、塾には、必ず毎週月曜日に単語テスト・確認テストがあります。これのおかげで、勉強を全くやってなかった僕でも 
管理・徹底されたので、英語の長文に対する見え方が全く変わりました。また、志望校の入試問題・傾向を隅々まで対策をしてもらえた 
ので、甲南大学当日も全く緊張することなく、取り組むことができました！ありがとうございました！

僕がこの塾に入ったきっかけは、部活の先輩が入っていて、話を聞いて、決めました。入った時は、正直「何が何だか全くわからん！」周りの人はすごく賢くて、なんとか追いつきたいと思い、先生に 
日々のルーティンを決めてもらったり、塾の社会テストで高得点を出せるように取り組んでいました。それを続けていると、２ヶ月くらいで偏差値が一気に１０以上上がって、そこから勉強するのが楽しくなりました。
そうすると、毎日勉強するのが苦じゃなくて、塾内ランキングで１位をとったり、周りの人に勝てて嬉しかったり、負けた時は悔しくてもっと頑張ろうとなりました。結果、１２月で英語の過去問が８割を安定し、 
社会に注力できました。最初は無理とか、しんどいことだらけかもしれませんが、高橋先生の言うことをしっかりと守って取り組めば必ず結果が出るので、信じて頑張ってみてください。絶対にできます。

第一志望大学へ、苦手な英語を克服して、現役で合格！

7月5日（土）17:00~ 
7月12日（土）17:00~


