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長男は中１の夏にアカデミー学院に入塾いたしました。現在は、江南高校で勉強に、部活に励んでいます。 

今、この充実した学生生活を送れるのもアカデミー学院での３年間があったからだと思います。 

長男は中１の頃、「塾は大嫌いだから絶対行かない」と言っていました。友達の紹介もあり、半ば強引に入塾させました。

しかし、入塾したその日に「すごく楽しかった！」と笑顔で帰宅してきました。１日でなぜあんなに変わったのか、今でも不

思議ですが、とても楽しくて、魅力的な塾だったのだと思います。 

その日以来１日１日と変化が見られました。勉強が理解できるようになり、学ぶことの楽しさ知ったようです。塾の友達とも

時には仲良く、時にはライバルとして競い合い、ますますやる気が出てきたようでした。 

アカデミー学院の先生達は生徒ととても距離が近く、アカデミーのキャッチコピーの「ひとりを大切に」という言葉どおり

「ひとり」に対して、真剣に、熱心に指導して下さいました。そんな思いに、生徒達みんなが勉強で成果をあげる事で応え

ている、そんな風に感じさせてくれる塾でした。 

こんな兄を近くで見てきた妹も、もちろん今、アカデミー学院で頑張っています。 

アカデミー学院で教えて頂いた、最後まであきらめない、１つ上の目標を目指す事、この教えは今の高校生活でも活か

され、さらに大学受験にも大きな力になる事と思います。（ST）

 
 

キッズクラブ英語クラスから、中１の現在まですでに９年間息子が通っています。丁寧に楽しく指導してくださっているの

が、息子からの話や、学院長のブログを見ると伝わってきます。中間・期末テストの対策期間は、補習でほぼ毎日アカデ

ミーの机で勉強しています。息子が長く通い続けている理由の１つに、学院長の「魅力」があります。良い先生が集まる

のも「魅力」によるものだと思います。学院長の「元気の出るブログ」を読むと、学院長の数々の「人生経験」や「言葉」が

詰まっていて、いつも親子ともども本当に元気づけられています。「復習・宿題は習ってから２４時間以内に！」という学院

長との約束はすべての教科で習慣となり、学力をつけると同時に達成する喜びや自信も学ばせてもらっています。 

入塾した頃、まだ塾は早いかと迷いもありましたが、学習の仕方も学べて結果的に良かったと思っています。（匿名希望） 

平塚市河内 520-1 
TEL 31-6831 

山下団地入口 マクドナルド前 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は入塾したとき、塾は「ひたすら勉強するだ

けのつまらない場所」というイメージがありまし

た。しかし、アカデミーの先生は、みんなとて

も優しく、面白く、アカデミーのために一生懸

命で、生徒のことをよく理解しようとしてくださ

っていました。そのため、アカデミー学院とい

う場所は 私にとって楽しく居心地の良い場所

となりました。 

そして、アカデミーの授業は先生方の丁寧な

説明と、教え方の工夫で誰でも理解しやいも

のでした。また、データベースでは、習った内容について、いろんな問

題に取り組むことで、解らない点や曖昧な点が理解でき、知識をより確

実なものにしていくことができました。 

さらに、アカデミーは勉強だけでなく、バーベキューや、夏合宿、映画

会などのイベントがたくさんあります。これらのイベントはどれも楽しいも

のばかりで、友達とも先生方とも、さらに仲良くなることができます。 私

はこんなに充実した楽しい塾はアカデミー学院だけだと思います！ 
また、アカデミーはしっかりやるときはやる、遊ぶときは遊ぶというような
塾でしたので、必要なときに集中ができ、現在の高校の勉強で、苦に
ならずに集中して復習や予習に取り組めることにつながっていると思
います。アカデミーで身につけた勉強の基礎が今日、普段の学校の
授業での集中や理解、家庭学習に活かされています。 
学校以外にアカデミーでたくさんの人と話したことが高校でも役に立
ち、友達ともとても仲良くなれました！ 
改めてアカデミー学院に通っていて良かったなって感じます。 

金旭中学出身 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はアカデミー学院を卒業したことを今でも

誇りに思っています。 

中１の夏に入塾した頃は、勉強する意味もわ

からず、自ら勉強することはほとんどありませ

んでした。こんな私がアカデミーに入塾して

から、学ぶことの楽しさ、理解できた時の嬉し

さを経験し、自らすすんで勉強することができ

るようになりました。 

アカデミーの先生たちはいつも生徒のことを

一番に考えてくれて、熱心に指導してくれました。そんな思いに応え

たいと、真剣に将来の目標に向かい頑張れた気がします。 

当時は苦手科目もありましたが、週１回のデータベースのおかげで苦

手科目も克服でき、バランスよく成績を上げることができ、自信につな

がりました。 

テスト前の補習では、分からないことはすぐに先生に質問でき、自宅

で勉強するより集中でき、とても助かりました。 

アカデミーは行事も多く、塾生とも先生達とも仲良くできて、深い信頼

関係が築けました。そして学ぶ時は学ぶ、楽しむ時は楽しむと、はっ

きり区別をつけることができたので、私にとっては最高の塾でした。 

アカデミーで培われた粘り強さは、現在の高校生活の部活や勉強で

も生かされています。 

中原中学出身 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は現在、江南高校に在学しています。江南
ではほかの友達と競い合って切磋琢磨して
います。 
友達と張り合う楽しさを知ったのはアカデミー
学院でした。アカデミーの先生方は生徒のや
る気を尊重して、とことん付き合ってくれます。 
受験前の補習では本当にお世話になりまし
た。アカデミーで勉強できたことで、勉強が苦
痛ではなくなりました。 
アカデミーで過ごした時間は、私の人生の中 

かけがえのないものとなりました。 

アカデミーのおかげで、今の自分があると感謝しています。 

旭陵中学出身

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中１の夏、サッカー漬けの毎日を送っていた

私は全く勉強もせず、定期テストでも散々な

結果でした。そんな時、小さい頃からの友人

に誘われてアカデミー学院に入塾しました。

当時は英語のＢｅ動詞と一般動詞の区別もつ

かず、また数学では‘負の数’の意味がさっぱ

り分からないという状態でした。 

その後約２年半アカデミーでお世話になり、 

入塾当初では考えられない程ランクアップし 

て憧れの江南高校に合格し、とても充実した 
楽しい高校生活を送りました。 

そうなれたのは全てアカデミーの先生方のおかげです。毎回の授業

は楽しくて楽しくて、先生が発する言葉一つ一つが中学生の私をワク

ワクさせました。ここで、テストのための、成績のための、受験のため

の、ただの手段としての勉強ではなく、知ることの楽しさやおもしろさ、

知識が増えたり、問題が解ける喜びなど、勉強の本来の姿を学んだと

思います。 

今、大学生として自分の興味を持った分野を探求できるのも、知る楽

しさを知った、あの頃のアカデミーがあったから…そう感じながら毎日

キャンパスに通っています。 

経営学科１年
平塚江南高校卒 
旭陵中学出身 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、音楽、デザイン、演劇等の専門的な道を目指す人の為の施設

やカリキュラムも充実しているので、当然その様な生徒が多く集まって

きます。他にも携わった研究が、県で賞を頂いたり、毎日が充実してい

ます。 

私がこんなに楽しい高校生活を送れているのはアカデミーのお陰で

す。ギリギリで志望校変更をした私に、素早く対応をして神奈総の受

験対策をしてくれた先生、辛い受験のプレッシャーも、励ましあって一

緒に乗り越えてくれる友達、そんな人達のいるのがアカデミーって塾

です。自分の道を見つけて、進む生徒を全力で応援してくれるアカデ

ミーで、楽しい高校生活を手に入れて下さい!! 

山城中学出身 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生のとき友達に誘われ、キッズクラブ

に入って英語を学びました。歌を歌ったり、体

を使ったり、ゲームをしたりして単語を覚え、

毎週楽しく学べました。 

中学での学院長の英語の授業では、書くこと

や読むことの大切さ、文法、動詞の活用や単

語の面白い覚え方、勉強法など本当にたくさ

んのことを教わり、いつのまにか英語が一番

の得意科目になっていました。宿題、読み練

習、学院長特製の単語シートなどやればやる

ほど成績が上がっていくのがよく分かりました。今思うと、英語を得意

科目にしてくれたのは、このアカデミー学院での英語の授業でした。

授業自体も、学院長のジョークが出て笑いに包まれていて、生徒一人

一人が質問しやすい雰囲気で、集中力が続く授業でした。 

江南高校の独自入試では英語が一番良い点でした。 

また、去年の大学入試でも英語の高得点が合格につながったと思っ

ています。こうして考えると私は英語という科目をアカデミーでゼロから

始めたことで、今の結果・実力を得ることができたと思います。本当に

良かったです。 

アカデミーでは、他のどの授業も本当に楽しく、自然と全教科の成績

が伸びていました。アカデミー、ありがとう。 

都市環境学部１年
平塚江南高校卒 
山城中学出身 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アカデミーとの出会いは小学生の時でした。

あの時入ってなかったら、そのあと続くアカデ

ミーでの中学時代はなかったと思います。 

先生は、生徒一人ひとりに対して理解があり、

私は中学１年で志望校を決めました。３年間

の想いがかない、神奈川総合高校に進学し

ました。一緒に過ごす時間が長いからこそ、

高校も私にあった学校を勧めてくださり、本当

に嬉しかったことを今でも覚えています。 

楽しく学び、仲間と切磋琢磨できる環境ならアカデミーが一番です。 

私が勉強好きになれたのはアカデミーがあったからです。勉強が好き

なんてあり得ないと言う人がいますが、そんなことはありません。今まで

知らなかったことを知ることはとても楽しいことです。素晴らしい先生方

と仲間、アカデミーのアットホームな雰囲気の中で私は勉強が好きに

なれました。中学時代はもちろん、小学時代も大切な時です。一人で

も多くの人にアカデミーの良さを知って頂き、楽しい勉強の時間をアカ

デミーで過ごしていただけたらと思っています。 

公共経営学科１年
神奈川総合高校卒 
旭陵中学出身 

相原 葉子 
明治大学経営学部

アカデミーの授業は丁寧で、誰でも理解しやすい 苦手科目を克服し、バランスよく成績を上げられた アカデミーで過ごした時間はかけがえのないもの 

考えられないほどランクアップし江南高校に合格 

 
 

とき： 3 月 26 日（金）～4月１日（木） 

対象： 小学 6 年～中学 3年 集団  全期間無料体験 

小学 1年～高校 3年 個別  1 教科 1 回無料体験 

初めてアカデミー学院の授業を体験する人が対象です。 

特典： 春期講習を体験の後、入塾される方は入塾金を無料 

            （通常 10,500 円→0 円） 
 
  アカデミー学院には、旭・勝原・山下・松延・金目・金田・南原・富士見・吉沢小学校、 
  旭陵・山城・金旭・金目・春日野・中原・浜岳・江陽・大磯中学のほか私立中学、私立・ 
公立高校から多くの生徒が通って、みんな楽しく学んでいます。 

二宮 孝太 
成城大学経済学部 

積田 侑弥 
平塚江南高校１年

アカデミーのお陰で楽しい高校生活が送れています 

永森ひとみ 
首都大学東京 

江南、首都大学に合格できたのは英語の高得点 

アットホームな雰囲気の中で勉強が好きになれました 

私は神奈川総合高校に通っています。神奈

総の魅力は数えると切りがないですが、強い

て挙げるなら自分で科目選択が出来る事と、

先生や生徒の個性の強さです。どの科目も

面白いですが、特に私のお気に入りは、スケ

ートや居合道、天体観測、キャンプやスキー

etc…などです。様々な科目から自分の進路

や趣味に合った科目が選択できます。 

入塾したその日に「すごく楽しかった！」と笑顔で帰宅 

丁寧に指導してくださっているのが、息子の話や学院長のブログから伝わってきます 

東 千尋 
平塚江南高校１年 
東 千尋 
平塚江南高校１年 

積田 侑弥 
平塚江南高校１年

二宮 良太 
平塚江南高校１年
二宮 良太 
平塚江南高校１年

吉岡 理奈 
神奈川総合高校2年 
吉岡 理奈 
神奈川総合高校2年 

永森ひとみ 
首都大学東京 

二宮 孝太 
成城大学経済学部 

 

春期講習実施要項 



 

 

 
生徒一人ひとりにわかるまで懇切丁寧に指導。算数・国語・英語の中から選べま
す。平塚中等教育学校対策（適性検査･作文･グループ活動）にも対応しています。 

 
週２日で英語・数学・国語・理科・社会の５教科が学べます。学校の授業の先取り予
習を行い、試験前には対策授業で何度も演習を繰り返し、高得点を目指します。週
２日間なので、部活や習い事とも両立でき、通塾の負担を軽くできます。 

週２日で英語・数学・国語・理科・社会の５教科を集団で学び、１日は個別で自分の
苦手な教科を学ぶことができる、お得なコースです。集団指導と個別指導の両者の
いいとこ取りで、苦手教科を克服している人が大勢います。生徒一人ひとりの弱点
を把握している教師の連係により生徒のニーズにカスタマイズした指導ができます。

小６生 算･国･英 ３教科 １０,５００円 兄弟割引制度（入塾金無料・月謝３割引） 

レギュラーコースに個別指導を１日加えた週４日間のがんばる人のためのコースで
す。やる気のある人にはやる気で応えて結果を出す、それがアカデミーのやり方で
す。公立・私立のトップ校を目指す人や、英検・漢検・数検などの検定試験で上位級
を狙う人にお勧めです。 
クラスの仲間と競い合い、演習もたっぷりこなせ、苦手科目や弱点も克服できるまさ
にオールマイティなコースです。 

週２日で英語・数学・国語・理科・社会の５教科を集団で学び、１日は学んだことをデ
ータベースを使って問題演習を行う、週３日間のお得なセットコースです。データベ
ースで弱点がなくなるまで演習を繰り返すので、知識が定着し、実力がアップしま
す。データベース学習日は、準個別スタイルで教師が生徒一人ひとりに丁寧に指導
します。学力テストや県模試のほか、月例テストの結果を家庭成績表でご家庭にお
送りしますので、実力が一目瞭然でわかります。（WEBの「成績表サンプル」参照） 学校の授業に進度を合わせて、プロ教師が指導します。教科書準拠の塾専用教材

を使用。中学進学への基礎作りをします。教科は算数・国語・英語から選択。 

週１日は国語・理科・社会の３教科を集団で学び、１日は個別で英語・数学を学ぶこ
とができます。英語・数学の勉強に力を入れたい人にオススメのコースです。 

教科数（週時数） 小６ コース名 （週時数） 中１ 中２ 中３ 教科数（週時数） 小学生教科数（週時数 ） 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

算/国１科　(60分) 4,200 らくらくコース (360分) 18 ,90 0 - - 算/国１科　(60分） 5 ,77 5 １教科 　(90分） 9,45 0 9,975 10,500 11,550 12 ,6 00 13,650
算･国２科 (120分) 8,400 レギュラーコース (540分) 22 ,05 0 23,100 24,150 算･国２科 (120分） 11 ,55 0 ２教科 (180分） 18,90 0 19,950 21,000 23,100 25 ,2 00 27,300

算･国･英３科 10,500 とくとくコース (450分) 27 ,30 0 28,875 30,450 英･算･国 (180分） 13 ,65 0 ３教科 (270分） 28,35 0 29,400 30,450 33,600 36 ,7 50 39,900

英語のみ　(60分) 6,300 しっかりコース (360分) 30 ,24 0 31,920 33,630 － - ４教科 (360分） 37,80 0 38,850 39,900 44,100 48 ,3 00 52,500
- - がんばるコース (630分) 30 ,45 0 32,025 33,600 － - ５教科 (450分） 47,25 0 48,300 49,350 54,600 59 ,8 50 65,100

集団部月額授業料　（税込） 個別部月額授業料　（税込）

●アカデミー学院の授業を初めて受講する人は、春期講習を無料で体験できます。教材費として 3,150 円必要です。
●講習後、継続される方は入塾金半額。10,500円→5,250円。ただし、学院生（以前に在籍していた方も含む）のご兄
弟は無料です。 ●兄弟割引（３割引）制度もあります。 ●上記のほか、教材費（コースにより異なる）、年間雑費、学
力テスト・県模試代などが必要です。詳しくはお問い合わせください。 ●希望者にはバス送迎があります（月 1,050
円）。 ●少人数制ですので、満席になると締め切らせていただきます。お電話での予約を受け付けます。 

●個別部の無料体験は１回のみとなります。 ●講習後、継続される方は入塾金半額。10,500 円→5,250 円。 ●上記のほか、教材費（履
修教科数により異なる）、教室維持費（教科数にかかわらず 1,050 円/月）、学力テスト・県模試代などが必要です。 ●詳しくはお問い合わ
せください。 ●小学個別部は１授業６０分、中高生個別は１授業９０分です。●小学個別部はバス送迎対応していますが、中高個別は対
応していません。 ●残り席わずかです！お急ぎください。満席になり次第締め切らせていただきます。お電話での予約を受け付けます。
（ホームページのお得なクーポンをご利用ください） 

 

アカデミー学院
平塚市河内520-1 
TEL 31-6831 

山下団地入口 マクドナルド前 

 

電話→無料体験→入塾→志望校合格 

まずは WEB でチェック！ 

1．地域密着型 
  地元の各小中高校の進度に合わせたきめ細かい指導をしています。 

2．勉強の楽しさを 
  丸暗記・詰め込み式ではなく、探究心・知的好奇心を育てる楽しい授業です。 

3．教科担任制 
  教科専門の教師が懇切丁寧にわかりやすく指導しています。（詳しくはWEBで）

4．独自のデータベース・システムで弱点対策 
  学校の定期テスト問題にも対応した３５万題におよぶ問題（基礎・基本･標準・応
用・発展の５レベル）で生徒一人ひとりの弱点を徹底的に対策します。 

5．あなたにぴったりのコース 
  生徒一人ひとりのニーズに合わせたコースを用意しました。アカデミー学院オリ
ジナルの集団と個別の組み合わせなど、かゆいところに手が届くサービスです。 

6．試験対策無料補習 年間３００時間 
  集団中学部では年間３００時間を超す無料補習で一人ひとりをフォロー。 

7．技能４教科無料試験対策 
  期末試験前には音楽・美術・保健体育・技術家庭の対策授業もあります。 

8．無料英検対策授業 
  年間約４０時間の無料英検対策により英検合格をサポートしています。 

9．英検･漢検・数検 準会場指定校 
  漢検・数検も無料で対策。当学院で受験できます。 

10．イベント盛りだくさん 
  バーベキュー大会、ディズニーランド遠足、夏合宿、映画会など、生徒の有意義
な塾生活を全面的にサポートします。（WEB の「塾生の声」参照）

  

舟田譲二学院長

 
舟田学院長とは３０年にわたる長いおつきあいで、そのお人柄
はもちろんのこと、英語力は抜群で、これ以上の英語教師を探
すのは困難でしょう。これまで何度もご一緒に講演の通訳をした
ことがありますが、アメリカ人講師が舟田先生の英語を 
impeccable と表現していました。「非の打ちどころがない」という
意味です。 
アカデミー学院では、集団指導と個別指導を組み合わせるとい
う他に例を見ない斬新なアイデアで、素晴らしい成果をあげてお
られます。個別指導は生徒一人ひとりのニーズに応えることが
できる最善の方法です。地元の小中高校生にぜひアカデミー学
院をお薦めします。 

アカデミー学院を推薦します 

カリフォルニア州立大学大学院卒（言語学） GPA 4.0 
バイオラ大学大学院卒（教育学・心理学） 
カリフォルニア大学（UCLA）言語学部助手、パサデナ大学外国
語学部講師、同時通訳官・翻訳家、セミナー講師、中央大学文
学部兼任講師を経て、現職。 
教育歴３７年、指導してきた生徒数２５００人以上。 
英語弁論大会神奈川県大会優勝者指導。英検指導にも定評が
あり、小中学生から大勢の合格者を出している。中央大学では
毎年、学生の間で「わかりやすい、楽しい授業No.1」と評される。 

立正大学心理学部教授

バス送迎あります 

  
アカデミー学院 検索 

科目選択自由です。生徒一人ひとりに合った個別学習プランで指導します。試験対
策で時間数を増やしたり、英検・漢検・数検対策の授業をしたり、学力テスト・県模試
を受験することも可能です。１教科９０分授業。とくに次のような人にお勧めです。 
・集団指導で質問のできない人・基礎学力をつけたい人・苦手教科を克服したい人
や得意教科を伸ばしたい人・公立上位校、私立トップ校を目指して実力アップしたい
人・集中力が持続しない人・つまずきを発見してそこまで戻りたい人 


