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私たちが責任を持って担当します

※テスト対策授業時の国語は、全教師が担当します。

ミスマル塾
取締役社長

ミスマル塾東三河地区
業務統括責任者

ミスマル塾豊川本部長
豊川駅前校責任者

国府駅前校
豊川本校責任者

三谷校責任者

《中学社会》

《中学数学》

《中学社会》

《中学英語》

《中学英語》

愛知県豊川市出身。南山大学卒業後、大手進学予備
校にて5年間勤務。入社3年目で優秀教師として表彰
される。1999年9月にミスマル塾設立。設立当初生徒4
人で始まった塾を8年で2,000人以上の塾生が通う塾
へと急成長させる。経営者として培った感性・感覚で、
『知識』＝学力のみならず、大人になっても必要とされ
る成長するための力＝『智恵』を生徒に教え込む。分
かりやすさと面白さを追求した、ユーモアあふれるハ
イテンポな授業を巧みな話術で展開。核心をついた
学習面談でも保護者の厚い信頼を得る。

愛知県豊橋市出身。名古屋大学在学中、アルバイトで
初めて塾講師を経験、
この仕事のやりがいと楽しさを
実感する。塾長松本とは大手進学予備校時代の同期
で、
ともにミスマル塾の設立に関わった、開校当初か
らの看板教師。天然キャラが入った彼独特の誰も真
似できないユーモア溢れる語り口調と、切れと冴えの
ある数学の授業は、生徒を魅了してやまない。彼の姿
を見ただけで職員も塾生も思わず笑顔になる、究極
の癒し系教師。スピーディーで正確な業務能力も備
え持ち、
ミスマル塾運営の要を成す。

静岡県焼津市出身。塾教師歴25年、自転車乗りのイ 愛知県豊川市出身。英検1級。
「笑いは授業の潤滑
クメン教師。学生時代は甲子園を目指して野球に没
油」がポリシーで勉強の中にも楽しさを追求し、常
頭し、厳しい環境の中で精神と根性を磨き上げる。 に笑いの絶えない明るく楽しい授業を展開。大手
大手進学予備校では塾長松本とは1年年長で、当時
学習塾時代は生徒アンケートも常に上位をキー
県内最大の本部の本部長を務め、新設校舎を全社 プ。ピエールの愛称で親しまれ、１回の授業で生
最大の校舎まで育て上げた辣腕教師。話術はミス 徒の心をつかむパフォーマンス授業は芸術の域
マル塾の中でも群を抜く。授業スタイルは、１時間
に達する。ミスマル塾英語科を束ねる総責任者
喋りっぱなしの、怒涛のマシンガントーク型。熱い教 で、その指導力と語学力はミスマル塾随一。その
師で、生徒たちのよき理解者であるとともに厳しい
器量を見込まれ、平成19年4月より高校部の授業
指導者として、生徒・保護者からの信頼も厚い。
も担当する。

松本 幸平

水鳥 敏秀

中村 剛史

神谷 昌佳

松本 浩一

千葉県野田市出身。青山学院大学法学部卒。大手進学
予備校に首席で入社し、同社では入社後半年で校舎責
任者に抜擢され、同期一番の出世頭となる。ミスマル
塾に入社後は、キレとスピードがある業務能力を見込
まれ、英語のみならず国語のテスト対策作成に中心的
な役割を果たし、
『対策授業だけで成果が出るミスマ
ルの国語』の頭脳となる。問題分析力に極めて優れ、そ
の知識に裏打ちされた授業は分かりやすさ抜群。明る
くハイテンションで感情豊かな授業が特徴。ユーモアと
分かりやすさ全てを兼ね備えたスーパー教師。

蒲郡駅前校
小坂井校責任者

諏訪駅前校責任者

《中学社会》

《中学数学》

《中学理科》

《中学社会》

《中学数学》

山口県下関市出身。フランス、イギリスなど
へ留学し、さまざまな経験を積む。
ミスマル
塾社会科の教科責任者。問題分析に長け、
テキストやテスト対策プリント作成のリー
ダー。ユーモアあふれる巧みな話術で繰り
広げる授業は生徒からの評判も高く、礼儀
礼節を重んじるクラス運営は保護者からの
信頼も厚い。自己啓発に常に力を入れ、自主
的に英語を勉強。TOEIC990点中800点を獲
得するなど、高い語学力も併せ持つ。

愛知県豊川市出身。人一倍の苦労人で、その人生
の中で培った優しさと厳しさを兼ね備えた、ミスマ
ル１の熱血教師。彼の人情味あふれる人間教育や
道徳的指導は生徒たちの人格形成に大きな影響
を与える。二人の子を持つ親として、親の気持ちも
深く理解し、保護者からの信頼も極めて厚い。ただ
の公式の丸覚えではなく、考えることの面白さ、分
かることの感動を生徒に伝えることを信条とする。
彼の指導を一言で表すと「一生懸命」。その一生懸
命さで生徒たちの心をつかみ、力強く導いていく。

広島県東広島市出身。呉高専から豊橋技術科学
大学大学院卒。生物工学で博士号を取得し、ミス
マル塾随一の博識教師。国際学会では英語で研
究発表スピーチをするなど、学問全般に造詣が
深い。その人柄とユーモアあふれる授業で生徒か
らも人気も高く、誰も博士だとは想像できないほ
ど身近な存在。難しい内容をいかに簡単に教える
かにこだわり、楽しく分かりやすい理科の授業が
彼の信条。
「生徒ファースト」で、親身で丁寧な学
習指導をし、多くの塾生たちを救ってきた。

京都府京丹後市出身。京都府立大学で歴史
学を専攻。深い知識と関西の笑いの要素が
融合した授業で、生徒からの人気も高い。授
業では、さまざまなエピソードを織り込み、生
徒の印象に残るような楽しい授業展開を心
がけている。また、ココゼミ(個別部門）新城
校の校舎責任者も兼任しており、新城地区の
ミスマル塾教師の中心的存在。そこで培った
「1人ひとりの個性と学力に合わせた指導」は
親身でわかりやすいと生徒から評判。

インドネシア、ジャカルタ生まれの東京都足立区
育ち。東京理科大学理工学部卒。ミスマル塾高校
部総責任者で高校数学も極め、ミスマル塾随一
の知識を誇る。首都圏で幼少期に自身も中学受
験を経験し、大学時代から首都圏の大手予備校
にて中学受験をはじめとする難関校の受験指導
に携わる。幅広い知識に裏打ちされた切れと冴え
のある完成度の高い数学の授業は天下一品。教
えている生徒の定期試験での平均点格差ランキ
ングは、塾内教師の中で2年連続ナンバー1！

形原校責任者

中山

悟

伊東 正樹

西澤 一仁

堤

洋人

堀

新城東校責任者

義明

金羽 達矢

今村 智典

鈴木 良映

豊橋本部
吉田方校責任者

高校部総責任者

竹内健太郎

濵本 浩志

戸田 浩之

《中学数学》

広島県広島市出身。岐阜大学教育学部保健体育学科
卒。元新城東校校舎責任者で、生徒・保護者より絶大
な信頼を得る。サッカーの腕前はプロ級で、今活躍中
のJリーガーとの対戦も数多くこなし、高校卒業時は
プロからのスカウトを受けたという大のスポーツマ
ン。教師を志し、教育学部に進学、勉強だけでなく人
を育てるミスマル塾の方針に共感し、ミスマル塾の教
壇に立つ。スポーツで鍛え上げられた強靭な精神力
と体力、強烈なキャラクターを武器にした生徒への体
当たり熱血指導で、生徒から絶大な人気を得る。

浅見 浩平

《中学社会》

《中学理科》

《中学英語》

《中学英語》

《中学理科》

《中学理科》

滋賀県東近江市出身。関西弁のユーモア
あふれる独特の語り口調の社会科教師。
学生時代を海外で過ごし、その後現地で
の社会人経験もあり、さまざまな経験か
ら話題の引き出しが豊富で、笑いあり、感
動あり、やる気UPありのお話を織り交ぜ
た授業が持ち味。高校時代は弓道に打ち
込み、弓道初段で、県大会2位という実力
の持ち主。武道で鍛えた精神力で生徒指
導に全力投球。

愛知県豊橋市出身。時習館高校から名
古屋大学と、地元のエリートコースを進
む地元大好き人間。コミュニケーション
能力に長け、巧みな話術で難しい内容で
も簡単に分かりやすく教え込む授業は職
人技。身近な話題と理科の内容を結び
付け、興味の湧く授業を展開する。生徒
のためなら労力を惜しまず、一生懸命な
姿 勢に、多くの生徒たちから信 頼を得
る。

愛知県蒲郡市出身。名古屋市内で塾講師として
の経験を積み、地元のミスマル塾職員となる。
持ち前のにこやかさで、教室は穏やかな雰囲気
に包まれる。授業での説明は「シンプルかつ丁
寧に、わかりやすく」にこだわる。生徒達に英語
を音読させ、声に出させて英語を覚えさせる授
業スタイルで、
「穏やかさ」の中に「活気」のある
授業を展開。社内では、業務能力にも定評があ
り、ミスマル塾の小５英語の指導カリキュラム
作成責任者と英検運営責任者を務める。

愛知県豊橋市出身。地元ドラゴンズを愛してやまない、二
人の男の子を持つ子煩悩なパパ教師。学生時代は野球
に明け暮れた超体育会系。一時期はプロも考えたほどの
腕前だが、ケガが原因でその道をあきらめ、人生のどん
底から持ち前の精神力で立ち直り、現在に至る。野球で
鍛えた根性を武器に、“人間やればできる”を座右の銘と
する。大学時代には語学にも力を注ぎ、TOEIC990点中
920点をマーク。ハイテンショントーク型授業と、いざとい
う時には厳しい指導者という両面を持つ、生徒にとって
は楽しく厳しい信頼ができる先生。

愛知県名古屋市出身。名古屋工業大学在学
中より家庭教師を始め、後にプロの家庭教
師となり小学生から高校生まで幅広く指
導。その後、切磋琢磨できる環境で少しでも
多くの生徒の能力を伸ばしたいという志を
持って塾講師に転身。授業に様々な実験を
織り交ぜ、楽しさと分かりやすさを追求。
根っからの理系人間で、自身のセンター試
験では数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂともに100点
満点。日商簿記検定1級の資格も持つ。

愛知県新城市出身。生まれも育ちも新城
で地元を愛し、消防団など地域の安全活
動にも積極的に参加する熱血漢。学生時
代はラグビーに明け暮れ、そこで鍛えた
精神力と体力を武器に明るく元気な授業
を展開する。また、ココゼミ(個別部門)の
指導も担当しており、集団部門と個別部
門のそれぞれの指導の長所を知った上
で生徒に接し、親身で一生懸命な先生と
して評判を得る。

校舎案内
豊川本校 『ミスマル塾発祥の地、豊川中部中に特化した地元密着校舎』

1999年9月のミスマル塾の誕生とともに開校したまさに「発祥の地」です。豊川中部中
のみの生徒が通塾する、単一中学完全対応の校舎として、テスト対策授業をはじめ、
進路指導においても地域密着型の指導を行っております。学校の状況や行事なども考
慮しながらどこの塾よりもしっかりと対応ができていると自負しております。
「楽しく」
と「成績が上がる」を両立できています。中学生においてベスト10に入る生徒もしっか
豊川本校
り輩出し、
小学生の「ミスマル学力コンテスト」においても全学年総合第1位を獲得し
ました。高い志を持った子どもたちが、その思いを成果に最も効率的につなげることが
できる「努力の出来る環境」を中部中エリアのどこの塾よりも作れていると確信してい
ます。
校舎責任者

神谷

昌佳

担 当 教 師 英語：神谷 数学：竹内 理科：戸田 社会：金羽 英特：中山 数特：浅見

豊川駅前校 『人が人を教育する、愛溢れる心のこもった教育塾』

『教育とは愛だ』これは今から30年ほど前に放送された、ある学園ドラマの主人公の教師の決
め台詞ですが、豊川駅前校では教師全員がこれと同じ気持ちで教壇に立っています。近年、教
育のデジタル化が進んでおりますが、子どもたちの成長に大きな影響を及ぼすのは、やはり
『教師』です。絶対に機械などではありません。子どもたち一人一人を、認め、信じ、褒め、そして
時には叱咤激励し、愛情と情熱を持って子どもたちと向き合える。豊川駅前校では2001年8月
の開校以来、一貫してそんな『教師』にこだわり続けています。そして、さらに細かいニーズに応
えられるよう、2年前から個別指導ココゼミも併設しました。集団で切磋琢磨し、個別で更に実
力を磨くという子も大勢います。豊川東部中校区、一宮中校区の方々の期待に応えられるよう、
これからも子どもたちをしっかりサポートしていきますので、ぜひご期待ください！
校舎責任者

中村

剛史

担 当 教 師 英語：今村 数学：水鳥 理科：堀 社会：中村 英特：文系教師 数特：理系教師

形原校

『ベテラン教師の味のある授業で楽しく成績向上できます』

1番の売りは教師力！
！ベテラン教師による分かりやすいキレのある説明・解説に加え、ユーモ
アと笑い、そして生徒の人生に役立つ話も織り交ぜた授業の質は地域ナンバー1と自負してい
ます。また形原中・西浦中・幡豆中の各中学の日程に合わせたテスト対策も量・質ともに大好
評！テスト範囲や実施時期がバラバラになりやすい2学期制において、
ここまで徹底的に対応
ができるのは、
ミスマル塾以外にはないと確信しています。その結果、定期テスト後に順位を
50位以上あげる生徒もいるなど成果もしっかり出ています。授業だけでなく個別の面談や進
路指導で、成績を上げるための適切なアドバイスや志望校選びなど生徒一人ひとりのニーズ
に合わせた指導も行っています。普段の予習授業、テスト前の集中した勉強、受験への親身な
サポート。小学生から中学生まで安心して任せてもらえる塾、それがミスマル塾形原校です。
校舎責任者

中山

悟

担 当 教 師 英語：松本（浩） 数学：伊東 理科：戸田 社会：中山 英特：西澤 数特：堤

国府駅前校 『小中学部からココゼミ、高校部、サテライン予備校まで全てがそろった基幹校舎』

2000年8月に豊川市内第2の校舎として開校しました。開校以来17年、校舎責任者の
変更がなく、ぶれることのない教育方針のもと、地域に根差した塾として多くの卒業生
を輩出してきました。現在は集団授業の小学部、中学部はもちろんのこと、高校部ライ
ブ授業および代ゼミサテライン予備校、更には小学から高校までの個別部門のココゼ
ミとミスマル塾が携わる教育環境がすべて整っており、生徒人数も最大を誇っており
ます。全教師がベテランの一流教師陣。
「おもしろさ」と「学力の向上」の両立を目指
したこだわりの授業をぜひ体験してください。ブランドではなくクオリティーで勝負
し、卒業時に最高の笑顔になれる塾。それがミスマル塾国府駅前校です。
校舎責任者

神谷

昌佳

担 当 教 師 英語：神谷 数学：竹内 理科：堤 社会：西澤 英特：文系教師 数特：理系教師

諏訪駅前校 『本部校としての利点を活かした指導を実現、超ベテラン教師が指導します』

楽しい授業、ユーモアあふれる授業、得点UPにつながる授業！テスト前に毎日使える自習
室！諏訪駅前校では、
「理想的な学習空間」をとことん提供しています。
ミスマル塾豊川総本
部にある校舎として、常に色々な教師が集い、広い設備があり、個別指導ココゼミも併設さ
れているため、その利点を十分に活用した校舎運営をしています。時習館高校、国府高校
へ多くの合格者を毎年輩出。今年度は、時習館高校、国府高校、豊橋東高校を、全員第一志
望で合格しました。定期テスト前は、南部中、代田中、金屋中のテスト範囲に完全対応した
復習授業、それぞれの中学の出題傾向に合わせた過去問演習を徹底して行っています。自
習室は、小学生・中学生問わず利用でき、集中して勉強できる最良の学習環境が地域の評
判になっています。意識の高い頑張る生徒さんが諏訪駅前校には集まっています。
校舎責任者

堀

義明

担 当 教 師 英語：神谷・今村 数学：水鳥 理科：堀 社会：中村 英特：文系教師 数特：理系教師

蒲郡駅前校 『蒲郡唯一のココゼミ併設校、「生徒ファースト」を貫きます』

とにかく
「生徒第一主義」なのが、蒲郡駅前校です。校舎の規模は総本部を除くと東三河
最大級で、蒲郡市内で唯一、個別指導ココゼミを併設している校舎です。生徒たちの中
には、数学だけあともう少し補強したい、英検のために特別な対策がほしい、自分の
ペースで学びたい、などいろいろなニーズがあります。その全てに応えることができる環
境が蒲郡駅前校にはあります。集団とココゼミを併講して一気に成果につなげたいとい
う生徒が急増中で、
ココゼミ蒲郡駅前校の生徒人数増加率は全校舎最大です。教師はベ
テランぞろいで、楽しく深みのある授業を展開しています。充実のテスト対策や学習カウ
ンセリングなど徹底したサポート体制で、お子さまの成績の向上と心の成長をしっかり
支えていきたいと思っております。
校舎責任者

伊東

正樹

担 当 教 師 英語：鈴木 数学：伊東 理科：堤 社会：西澤 英特：文系教師 数特：理系教師

小坂井校 『勉学を通じて人としての感性を磨く教育塾を目指して』

ミスマル塾創世期からある校舎で、国府駅前校同様17年の歴史があります。
この校舎の特
徴は、
ミスマル精神を直接塾長が注入し、生徒たちが勉学を通じて「努力する大切さ」
と
「成
長する喜び」を知る機会がとても多いことです。ベテラン教師が多いので、授業内容の充実
は勿論のこと、生徒たちの意識を変えて前向きにさせる話も織り交ぜながら楽しく勉強でき
る環境を実現しています。ココゼミ
（個別指導塾）が今年から1階に併設され、個々のニーズ
に合ったきめ細やかな指導ができる体制が完全に整いました。生徒たちは、自分たちの成
長に自信を持ち、皆前向きな気持ちで、教室内は活気と笑顔で満ち溢れています。現在、小
坂井地区と御津地区のお子さまが通塾し、急激に塾生人数が増えております。その期待の大
きさにしっかり応えることができるよう全力を尽くしますので、ぜひご期待ください！
校舎責任者

伊東

正樹

担 当 教 師 英語：松本（浩）数学：伊東 理科：戸田 社会：松本（幸）英特：中山 数特：浅見

三谷校

『成績優秀者が集う塾、
新入生が成績優秀者になれる塾』

三谷校は、常に学校の学年順位ベスト１０に塾生がランクインしている校舎です。優
秀な生徒が多く通い、
その影響を受けて新しく入塾した子たちが優秀になっていく、
そんな塾です。学習をするうえで、周りの仲間と切磋琢磨できる環境が整っているこ
とは重要です。三谷校にはその環境があります！担当教師もミスマル塾のベテランば
かり。授業も教育もお任せください。知識だけでなく、効率の良い勉強方法や宿題を
やる時のコツまで、学習カウンセリングでしっかり指導します。楽しく勉強したいなら
ミスマル塾三谷校！
！第一志望校合格率も５年連続９０％以上で、地域の評判も良
く、3年連続で塾生数も急上昇中です。
校舎責任者

松本

浩一

担 当 教 師 英語：松本（浩）数学：伊東 理科：戸田 社会：中山 英特：文系教師 数特：理系教師

新城東校 『中学別のきめ細やかな対策授業が一番のウリです』

新城地区全域から充実のテスト対策を求めて生徒たちが通塾しています。特に地元の
東郷中校区では開校以来、圧倒的なシェア率を誇り、学年順位1位を獲得するなど成果
も挙げております。対象の中学数は多いですが、
どの中学校も差別することなく、それぞ
れの中学校に合った定期テスト対策を実施しており、新城東校に通うすべての生徒に
「親身」な授業を提供しています。そして授業だけでなく個別の面談や進路指導で、成績
を上げるための適切なアドバイスや志望校選びなどをおこなっています。その結果、第
一志望校3年連続合格率100％と、生徒一人ひとりに合った希望の進路を実現し続けて
います。
また昨年開校したミスマル塾個別部門「ココゼミ新城校」
とも連携して集団授業
と併用できるようになり、
よりきめ細やかなサポートができるようになりました。
校舎責任者

金羽

達矢

担 当 教 師 英語：鈴木 数学：濵本 理科：浅見 社会：金羽 英特：鈴木 数特：浅見

