
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮原 梨江(みやはら りえ) 

担当科目 中学集団/英語 

     中学個別/英・数 

 

 

 

服部 龍治(はっとり りゅうじ) 

担当科目 中学集団/理・国 

       高校個別/数・理 

 

 

北口 菜生(きたぐち なお) 

担当科目 中 1,中３集団/英語 

    中高個別/英・社・国 

 

 

 

伊藤 健登(いとう けんと) 

担当科目 高１集団/英・数・国 

     中高個別/英・数・理 

 

 

 

両川 唯人(りょうかわゆいと) 

担当科目 中学集団/英語 

    中高個別/英・社・数 

 

【名   前】 服部 龍治(はっとり りゅうじ) 

【講 師 歴】 ３６年 

【得意科目】 数学・理科  

【好   物】 ビフテキ・トンテキ・チキテキ・キャベツ・トマト 

【趣   味】 読書・アニメ・バイク 

【受験生へ】 断じて行えば鬼神もこれを避く 

【紹 介 文】  

塾長が中学・高校時代に通っていた創研塾（三木市）で、数学・理科

を担当。塾長の恩師の一人。授業の分かりやすさ・おもしろさ、知識

量、思考力、探求心、全てにおいて神レベル。西神南校の開校を機

に、塾長が猛烈に勧誘し竹の子での授業が実現した。カラオケに行く

と、持ち前の正声＆美声で懐かしのアニソンメドレーを披露する。 

【名   前】 宮原 梨江(みやはら りえ) 

【講 師 歴】 １５年 

【得意科目】 英語     

【好   物】 鯵の塩焼き 

【趣   味】 バレーボール（ウィングスパイカー） 

【紹 介 文】  

塾長が学生講師の頃に創研塾で一緒に勤務した先輩。服部と同じ

く、西神南校開校と同時に勤務開始。(現在は、服部とともに創研塾の

講師も兼任)。授業に対する研究意欲が高く、塾用教材を自費で買い

込み教材研究に抜かりがない。授業も板書も丁寧で分かりやすいと

好評。宿題のさぼりには厳しいが、非常に生徒想い。日本酒やワイン

にあう料理情報と、今月の星座占いの結果を定期的に塾長に LINE

で教えてくれる。 

 

【名   前】 両川 唯人(りょうかわ ゆいと) 

【講 師 歴】 神戸市外国語大学 外国語学部 ロシア学科 ２回生 

【得意科目】 英語・世界史 

【好   物】 ラーメン(細麺の硬麵、背脂多め) 

【趣   味】 ラーメン屋巡り 

【高校の部活】 演劇部 

【紹 介 文】 ロシア革命期の社会主義思想を研究したいとの思いで、

商業高校から独学で神戸市外大へ合格した変人のような秀才。 

中学時代に自身も英語が全く分からなかったが、塾の先生に助け

られ得意科目に。その経験をもとに授業も分かりやすく工夫されてい

る。一方、中学時代に漢字辞典を読み込んだ副作用で、漢文が白文の

まま読めてしまうという能力が開花。最近、没頭している研究は「スラ

ヴ圏の社会主義とポスト社会主義」。 

 

【名 前】 宮原 華凜(みやはら かりん) 

【所   属】 関西学院大学 社会学部 フィールド文化学科 ３回生 

【得意科目】 数学 

【好   物】 ケーキ 

【趣   味】 麻雀 

【高校の部活】 水泳部→麻雀サークル 

【紹 介 文】  塾、予備校など教育業界全般に興味を持っており、教壇

に立ち始めた。中学受験～大学受験まで、全ての受験授業に対応が可

能。大学受験期には、かつては塾長も愛用し竹の子の高等部でも採用

している COMPO学習システムでどっぷり偏差値を上げた。同じ授業

を受けた同志である（と塾長は思っている）。勤務終了後に干し梅やス

ルメイカを口にしていることが多く、塾長へのおすそ分けは大体しょっ

ぱい。 

【名 前】 佐藤 優(さとう ゆう) 

【所   属】 神戸市外国語大学 外国語学部 英米学科 １回生 

【得意科目】 英語         

【好   物】 焼き鳥、たこ焼きお好み焼き 

【趣   味】 ビートボックス 

【高校の部活】 サッカー部 

【紹 介 文】  

子供に接する仕事がしたいとの思いから塾講師を始める。竹の子

が運営するロボットプログラミング教室でも、講師として勤務してお

り、小学生の目線に立った気さくな指導が好評である（本人もロボッ

ト製作を楽しんでいる）。宮城県出身であるが、東北訛りが少しずつ

神戸のイントネーションに変化している今日この頃。シャーペンへのこ

だわりは強め。 

【名   前】 北口 菜生(きたぐち なお) 

【所   属】 神戸市外国語大学 外国語学部 英米学科 ４回生 

【得意科目】 英語・世界史・理科 

【好   物】 パン・お寿司 

【趣   味】 パン屋巡り・アニメ・K-pop、ジャニーズ 

【高校の部活】 剣道部 

【紹 介 文】 神戸市外大に入試１位で入学。兵庫県立大剣道部との合

同稽古で塾長と遭遇してしまい、即勧誘された。生徒思いで、機転も

利き１年目の頃からバリバリに授業をこなしてきた。 

TOIEC は９９０点中９６０点を獲得するも、結果には満足せず英語

漬けの毎日を送っている。そのため、塾長との会話中、伝えたいこと

を英語では表現できるが日本語で表現できない（語彙を忘れる）とい

う域にまで達してしまう。パン屋では財布の紐がゆるむ。 

 

【名 前】 伊藤 健登(いとう けんと) 

【所   属】 京都大学 工学研究科 都市環境工学専攻 修士２回生 

【研究テーマ】 環境媒体中の有機ハロゲン汚染物質による汚染影響評価 

【得意科目】 数学        【好  物】 お好み焼き 

【趣   味】 登山・キャンプ・釣り 

【高校の部活】 野球部 

【紹 介 文】 見た目通りの元気ハツラツの授業で分かりやすい。授業後

も生徒の質問があれば、生徒が分かるまで向き合ってくれる。昨年まで

在籍した早崎・青葉の就職祝いの席では、行儀正しくもりもりとお肉を

頬張る姿が実に小気味よかった。研究室の後輩からの信頼も厚い。 

学部生時代の年越しでは、機内最高峰の八径ヶ岳へ登頂。初日の出

に染まる雪山を堪能。外気温-10℃のテントの中であっても、お正月の

定番「紅白＆年越し」を欠かさない律儀な青年。 

 

～過去３年間の進学先～ ※講習生は含みません    
2020年 

星陵高校…２名（生命科学類型１名） 明石北高校…２名 伊川谷北高校…２名 兵庫国際高校…１名 

明石高校…２名 明石西高校…２名（教育類型２名）    神戸商業高校…１名  明石南高校…１名 

 

２０２１年  

星陵高校…１名（生命科学類型１名） 須磨学園高校（Ⅱ類）…１名 須磨友が丘高校（推薦選抜）…1名 

明石西高校…1名    神戸商業高校…２名     明石南高校…2名  神戸常盤女子高校…１名 

 

２０２２年  

夢野台高校…１名 伊川谷北高校…2名（特色選抜１名） 須磨友が丘高校（推薦選抜）…１名 

舞子高校 …1名  神戸大学付属中等教育学校…1名     

 

 

宮原 華凜(みやはら かりん) 

担当科目 中高個別/英・数 
 

 

佐藤 優(さとう ゆう) 

担当科目  中高個別/英・数・国 

 

 

奥内 蒼馬(おくうち そうま) 

担当科目 高校集団/英・数・国 

     中高個別/英・数・理 

【名 前】 奥内 蒼馬(おくうち そうま) 

【所   属】 京都大学 人間環境学研究科 修士１回生 

【研究テーマ】 ヒトの運動制御に関する研究 

【得意科目】 数学・理科        【好  物】 餃子 

【趣   味】 読書、おいしいもの巡り 

【高校の部活】 機械体操部 

【紹 介 文】 昨年度まで講師として在籍していた青葉の部活の後輩。

体育教師を目指すスポーツマンであり、びっくりするほど人当たりが良

い。数学と理科が抜群に得意であり、体育教師になるため身体論を研

究している。休日には、京都のスイーツ・ラーメンを開拓し続けている

（羨ましいので今度一緒に巡ってください）。最近の悩み事は、小 6 の

妹に「早く子供を見せろ」と怒られていること。 

～塾長プロフィール～ 

【名   前】 山口 直輝(やまぐち なおき) 

【講 師 歴】 講師歴 １１年 

【大   学】 兵庫県立大学 経済学部 応用経済学科 

【得意科目】 数学・英語・世界史 

【好   物】 肉・寿司・いちごスイーツ・餃子・ラーメン 

【趣   味】 剣道・映画鑑賞・教材づくり・ワインを嗜む(初級) 

【紹 介 文】  

世界は教育で変えられるとわりと本気で信じている。子供たちの可能

性を信じ、近年はプログラミング教育にも注力している。現在は、明石市、

神戸市の生徒を対象にしたＩＣＴ授業の導入を目論んでいる。更なる「直

観的な授業」の提供を目指し現在準備中。（来年度以降、導入予定） 

週に１日は剣道をしておきたい人。「いや、別に稽古したいからでなく

て、体を動かした方が仕事がはかどるんすよ。なので稽古に行かせてくだ

さい。」の言い訳は妻には通用しない。ガッキーロスの哀しみを力に変え

て、今日も教壇に立つ。 

 

 

朝霧・舞子校 明石市松が丘２－３－７ 松が丘ビル２F 

 

０７８―９４０―６９７５ 

西神南校  西区井吹台西町４―１ アラヴリ西神南 ２号 

 

０７８―２０２―９０２９ 

 
←お問い合わせは LINE でも！ 


