
 

とても嬉しかったです。 

 

家から近かったから。 

 

病気のせいで休む事が多いですが、毎回ふりかえ

てくださるのが嬉しいです。 

 

英語の単語を覚えること。 

 

大変だと思いますが、合格できた時は本当に嬉し

いので頑張ってください。 

 

安心した感じ 

 

他の塾で伸びなかったから 

 

分からない所があったら先生にすぐ聞ける 

 

寝る時間の確保 

 

早いうちから勉強しといた方がいい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よっしゃァァァァー！！！！！ 

 

塾を変えたくて、お姉ちゃんが行っていたから。 

 

入塾してから定期テストの点数がだんだん上がっ

たこと。 

 

勉強すること。 

 

ホンマに勉強しといた方がいいと思います。 

あとから必死で頭につめこみたくないなら、 

今から毎日コツコツ勉強することを強くおすすめ 

します。 

ホンマにあとで後悔しますよ。 

 

1 年間ずっとがんばってきたから嬉しかった。 

 

前の塾の環境が悪く、授業が多いのに中身はあまり

意味がないと思ったから。 

 

自習室が静かで 1 つ 1 つ区切られていたこと。  

先生 1 人に対して生徒が 1～3 人だったから質問し

やすいこと。 

 

1.2 年の頃歴史の勉強をほとんどしていなかったの

で、残り 3 ヶ月でほぼ全時代をたたきこんだこと。 

 

1 年生からしっかり全教科授業をしっかり聞いて、

暗記しておいたら 3 年生になったときに楽だと思

う。提出物もしっかり出して、ノートも工夫して先

生が見やすいノートを作って内申を上げておいたら

いいと思う。 



 

やろな。笑 

 

成績が下がって塾を探していたので。 

 

塾の雰囲気が良かったので、勉強がしんどいとき

に塾に行くと気持ちが軽くなった。 

 

苦労した事はあまりありません。 

 

受験は大変だと思いますが、がんばってください!! 

 

最初はよっしゃぁぁって感じで、後々「見間違え

てないよなー」とか思い、2 度 3 度確認したりし

てました。 

 

もう後がなくなって、親が「先生が厳しい塾見つ

けてきたよ」と紹介されて、体験に行ったのがき

っかけです。 

 

どの先生も教え方が良かった。 
テスト前めっちゃ助かりました。 
 

3 位 先生に怒られたこと 

2 位 宿題提出の時 

1 位 受験 1ヶ月前のプレッシャー 
 

とりあえず原口先生の言われた事やっとく！ 
先生の言われた事やっといたら 9 割高校うかる！ 
先生の言う事聞いてたら大丈夫！ 

 

信じられなかったけど嬉しかったです。 

 

親が見つけてきてくれて、体験授業を受けて決め

ました。 

 

話しやすい人が多かったので、授業中や自習のと

きに質問がしやすかったです。 

 

特にありませんが、勉強するのは大変でした。 

 

自習は大事だと思います。みなさんがんばってく

ださい！！ 

 

浪人を覚悟していたので、合格した時はとても驚

きました。 

 

母親が色々な塾を見に行っていて、「ここの塾は

雰囲気がいいからオススメ！」みたいなことを言

っていたので決めた。 

 

今まで真面目に勉強した事が無く、何をやったら

良いのか分からなくて困っている時に講師の方々

に勉強方法とかを教えてもらえた。 
 

志望校を絞れなかった。 
 

自分のやりたいこと等は勿論、自分の得意・不得

意、性格とかも考えて志望校を決めてほしいで

す。自分は意志が弱いにも関わらず、目標だけは

高かったのですが、色々考えながら志望校を決定

してほしいです。 
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0合格した時の気持ちは?

やったぁ

●ブレーンに入つたきつかけは?

家の近くにあり、個別の所だつたから。

●入塾してここが良かつた、こんな時助かつた

先生達がとても明るい。

●一番苦労した事は?

五教科のテストを体みなしでしたこと。

●ブレーンの後輩にアドバイスを下さい

自分は中学一 。二年の時まったく勉強をしていな

く、内申点があまりよくありませんでした。なの

で、三年生で本気で勉強するようになり、それに

よつて一 。二年の内申点を少 しカバー しました。

ですが、今も後悔 しています。なんで一年生のと

きに勉強していなかったのだろうと。なので、私

が後輩に伝えたいことは、一 。二年からしつかり

と勉強することで受験の時に楽になることと、
一 。二年で勉強するところは、二年生になつても

使 うことが多く、五教科全ての基礎なので、やら

なければ後々しんどくなつてくるとい うことで

す。中学校のところは誰でも勉強すればできるよ

うになると思います。

そして三年生になると実カテス トとい うものがあ

ります。中間テス トとは違い、一 。二年のところ

も出てきます。なので、自分が忘れてしまってい

るところをや り直さなければ、良い点は取れない

ようになっています。二年生の人は、自分の忘れ

ているところを見直すようにしてみてください。

落ちると思っていたので受かったときは 「あっ番号

あつた」つてなりました。ずっとダメだと思つてい

て、1週間ぐらいちゃんと寝ることができなかった

です。本当に受かったのか何回も何回も合格者番号

を見直 しました。初めは実感がわかなくて 「ほんと

うに受かつたんだよね ?」 と母に何回も聞き直しま

した。合格発表後の合格者説明会に行き、少 し「私

ちゃんと受かったんだ」と感 じることができまし

た。

0合格した時の気持ちは?

0ブレーンに入つたきつかけは?

中学二年生の時、二学期の中間テス トの数学で悲

惨な点数をとり、さすがにやばいと思いインター

ネットで塾を探 したことがきつかけです。ブレー

ンに入つてからテス トの点数が右肩上がりですご

く嬉 しかったです。授業を受けてみて、分かりや

すく分からない所を教えてくれて、初めてでも話

しやすい先生ばかりです。

●入塾してここが良かつた、こんな時助かつた

まず、先生が皆優 しくて、いつでも質問ができる

環境をつくつてくれている所です。 自習室はすご

く静かで、1つ 1つ机を区切つているからすごく

集中しやすい所です。分からない所があると先生

が丁寧に 生つ 1つ教えてくれて、分かるまで説明

してくれます。教材がたくさん置いてあり、コピ

ー機も自由に使つて良いとなっているので、自分
の苦手なところを繰 り返しや りたいとなつたと

き、色々な種類の教材があるから問題 もあきない

し、簡単な問題から難 しい問題まであるので、す

ごく勉強しやすい環境でした。

●一番苦労した事は?

勉強と好きなアイ ドルの推 し事との両立です。私

はすぐ楽な方に行つてしまうのでアイ ドルの誘惑

に負けそうになつたこと。私の推しはほとんどみ

んな頭が良いので、自習室に推 しをもつて飾っ

て、 「あ一つかれた」や 「もうや りたくない」つ

てなった時に見えるようにしておいて、頑張れる

ようにしていました。嫌いな事を継続することは

すごくつらいと思 うけどそこに好きなものを入れ

るとすごく気が楽になると思います !頑張れない

と思った時は推 しをつくってみるといいか

も・・・ ?

0ブレーンの後輩にアドバイスを下さい

勉強は嫌いな人が多いと思います。私もあまり好

きではありません。ですが、勉強できるようにな

るとすごく楽 しいし、「もつとやろう !」 となる

と思います。私は勉強をし始めることがすごく遅

く、1番初めの志望校に行くことができませんで

した。3年に上がりたての頃はまだ 1年もあるつ

てなつてしま うかもしれないけど、1日 2時間だ

けでも勉強をしていた方が良いと思います。夏体

みも「まぁまだ大丈夫やろ」つてなってしまうと

思 うけど、夏に勉強するかしないかですごく変わ

つてきます。夏から本気で勉強 して行った方が絶

対良いと思います。入試本番 とか緊張すると思 う

けど、やつた分 しかできないから、自分のやって

きた事だけ信 じて、頑張つてくだい !



●

0合格した時の気持ちは ?

本当に自分の番号なのか何度も見直して、しばら

く実感がわかなかった。3日 後くらいにやつと実

感がわいて嬉 しくなつた。

0ブレーンに入つたきつかけは?

元々、家から近かつたので気になつていて、友達

から一緒に体験に行かないかと誘われたから。体

験に行き、明るい空間が気に入つたから。

●入塾してここが良かつた、こんな時助かつた

志望校を決めるときや、成績がなかなか伸びなか

つた時によく相談にのってくれて、答えを見つけ

ることができて助かった。

●一番苦労した事は?

・志望校を決めること。

。試験当日に近づくにつれて何をしたら良いのか

わからなくなつていくこと。

・五ツ木の判定が 生回も上がらなかったこと。

・英語が全く読めなかったこと。

●ブレーンの後輩にアドバイスを下さい

多分、家で勉強する子と、家では全く勉強しない

子とでは、どんどん差が広がってきてしまうか

ら、家に帰ってから10分だけでも今 日勉強した内

容の復習をすると良いと思います。

0合格した時の気持ちは?

僕は最初、K高校を受けるつもりだつたが、成績

的に五分五分だったので、Y高校に変更した。正

直、K高校を目指し頑張っていたので、Y高校に変

更してからは、やる気も起こらなかった。でも、

受験校を変えても変えなくても合格のために努力
したので、合格発表をされるまで緊張していた。

自分の受験番号があつた時、普通に嬉 しかつた

し、感動した。

●ブレーンに入つたきつかけは?

僕は 1・ 2年生と塾に入 らず、自分で勉強 してい

た。でも、3年生になつて、成績が足 りないこと

を知 り、塾を探し始めた。色々な塾をまわって、

塾長 と話をした結果、原口先生は本心で自分の良
い所 と悪い所を判断 し、こうすれば成績は上がる

などの話をしてくれて、素直にまだ頑張れると

事がきっかけです。

●入塾してここが良かつた、こんな時助かつた

入塾 してまず良いなと思つた所は、これは自分に

合っているからだが、個人授業だつた所だ。授業

では、怖そ うな先生、苦手な先生はいたが、先生

の中には優 しく教えてくれて、自分に合つている

先生が複数いたので、勉強しやすかった。 自分の

学校のテス トのよく出る内容や、自分のおさえて

おかなければならない所はしつか り教えてくれ

る。これは本当に自分が助けられたところだ。ま

た、原 口先生は受験前には、受験生の心をほぐし

てくれるような言葉をかけてくれた。他にも、他
の先生にかけてもらつた言葉、してもらつた事な

ど感謝する場面は、この半年間でたくさんあった

と思 うが、多くなるのでこの辺で止めておく。

●一番苦労した事は?

勉強。受験生で一番苦労する苦労することなんて

勉強 しかないと思 う。勉強 しないと自分の行きた

い高校の受験もできないし、受かることもできな

い。僕は夏季からブレーンに入つたが、ひたすら

勉強 した。それが苦労した。

0ブレーンの後輩にアドバイスを下さい

1つ 目にも書いたように、自分が受けたいと思つ

た高校を途中で偏差値が下の高校に変更すると気

持ちが下がつてしまう。これは普通だと思 う。で

も、受かるために何かしらの勉強はするし、努力

する。だから、受験の時も緊張はするし、合格発

表の時は緊張するし、受かつていたら嬉 しいと思

う。 自分の行きたい高校に行けなくても、とにか

く勉強 してみると良いと思 う。勉強していなかっ

たら、落ちていたかもしれない。毎年、受験校の

倍率、受験者、合格基準は変わってくるので、そ

こも踏まえて、信頼できる原日先生に相談 して、
一緒に考えると良い。勉強に行き詰まれば、休む

ことも大切だと思 う。また、自分が一番大切だと

思つている事は、自分に合った先生を見つけ、ず
つとその先生を変えずに教えてもらう事。受験前

の授業時間は大切だから、意味のある時間を過ご

してほしいと思 う。
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0合格した時の気持ちは?

落ちなくてよかったとほつとした。

●ブレーンに入つたきつかけは?

母にノ勧められたこと

●入塾してここが良かつた、こんな時助かつた

弱い部分がミスの傾向などのア ドバイスをもら

え、個別別に問題を作つてもらえるなど、一人一

人の出来具合に合わせて勉強をさせてもれえるの

で、自分の不得意な部分を知 り改善していきやす

くなってお り、自分の不得意を克服 していくのは

本当にいい環境だつたと思 う。雰囲気が良く、先

生方にどんなことでも気軽に質問できるのと、学

校生活についての相談や、進路について先生方の

経験を聞いて参考にするなど、悩んだときに頼れ

ることがよく決断に思い、悩む自分にとつては非

常に助かつた。

●―番苦労した事は?

中途半端にできないのに放置 していた一・二年の

英単語や国語の文法、古文等をできるように復習

したこと。

●ブレーンの後輩にアドパイスを下さい

問題を解 くよりもできなかつた部分をできるよう

にしておくことの方が需要だと思います。定期テ

ス トや模擬>ス トで解けなかった問題を解けるよ

うにして、いつ頃勉強していたものが覚えられて

いないかや、ミスの傾向などを調べて、それに合
つた勉強をしていくことが勉強をしていくコツだ

と自分は思いました。終わってみればあつという

間だつたと思 うので、悔いのないように勉強すれ

ば良いんじゃないかと思います。

無理をして体調を壊さない程度に頑張ってくださ
い 。
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●合格した時の気持ちは?

この一年で一番安心して、それまで緊張していた

がその緊張がとけた安心感はとても大きかった。

受かっているかどうかがずつと心配だつたが、ほ

つとしたと共にとてもうれ しく思った。また、今

まで頑張つた努力が実を結んだと思いとても嬉 し

かった。努力は大切だとい う事を学んだ。これか

ら自分は高校でしつか りとやつていけるのかが心

配になつたが頑張ろうと思った。この生活面での

心配 と共に学校生活を楽しめるのかが′心配になっ

たが楽 しもうと思つた。これ らの経験を踏まえ、

これからいろいろなことにつ【戦 したいと思 うよう

になった。これ らの経験をこれからの将来に活か

していこうと思 うようになった。

●ブレーンに入つたきつかけは?

。一年生の時に、テス トの点数が下がつてお り、

身ス トの点数を上げたいと思つたから。

・自分には集団授業が向いていなくて、個別授業

が向いているだろうと思つたから。

・単純に個別指導を受けてみたいという気持ちが

あった。知人がこの塾に通つてお り、それに影響

されたというきつかけもあつた。

・体験すると、しつか りと苦手な教科や 自分の苦

手なところを教えてもらえた。テス トの点数 と共

に、内申点も下がつていたのだが、内申点は高校

入試で大切だという事を知ってあげなくてはいけ

ないと思つたから。

・単純にもつと集中して勉強 しようと思つたか

ら。

・苦手な範囲を教えてもらいたかったから。

・個別指導によつて苦手な単元を集中して教えて

もらいたかったから。

●入塾してここが良かつた、こんな時助かつた

。テス ト前にとても長い時間復習 してくれて、自

分の苦手な単元に気づけたこと。

。それぞれの単元で小テス トがありその小テス ト

を何度も何度も出してくれて、間違えたところを

しつか りと理解できるまで長い時間をかけて説明

してくれたこと。

・受験前 日はなぜかとてもやさしかつたこと。

。自分の勉強ペースに合わせてコツコツと説明し

てくれたこと。

・集団授業で何度も過去問を繰 り返して説明して

くれたこと。

・テス トー週間前はそのテス トを受ける人たちを

最優先にしていたこと。

・難 しい問題も解けるように応用の説明もしてく

れたこと。

。中間や期末や学年末などのテス トの解説を分か

るまでしつかりとしてくれたこと。

●…番苦労した事は?

過去問を何度も何度も繰 り返 して解いたこと。過

去問を一回解 くのにかかる時間は結構長く、それ

を何度も繰 り返しするので、頭や 目や手がとても

疲れた。 とくに数学の図形の問題の疲れがすごか

つた。その過去問の複雑な問題を丸付けして、解

き直すことに 1回 1回疲れて、とても疲れたと思

う。 しかし、何度も繰 り返すことにより、だんだ

んと慣れていつた。そして、指が疲れたことが結

構つ らかつた。他にお箸などの指を主に使 う作業

が痛 くなり、その作業にかかる時間が増えてしま

つた。他には、過去問の点数が悪く、結構落ち込

んだ りした。

0ブレーンの後輩にアドバイスを下さい

続けることに意味があると思うので、一回一回違

うことをしながら勉強するのではなく、勉強する

時は勉強して、しないときはしないで、メリハリ

をつけて勉強をつづけてほしいと思います。諦め

たら終わりなので、諦めずに頑張つてほしいで

す。 しかし、しつかりと休憩をはさんで無理をせ

ず体調管理をしたりしてほしいと思います。自分
の行きたい高校をすぐに決めて、説明会を行かず

にその高校しか行きたくないと思うことはあまり

よくないので、しっかりと説明会に行つたり、そ

の学校についてしつかりと調べてから学校を決め

てほしいと思います。努力は裏切らないと思うの

で自分の努力がその結果に示されます。後で、も
っと勉強すればよかつた、くや しいなどの気持ち

になったところで何も変わらないので、努力を惜

しまず、悔いのないように、これからの一年間を

頑張つてほしいと思います。勉強の質も量もライ
バルに負けないように努力してください。やつぱ

り努力することに意味があると思うので、勉強の

質だけを大切にして量を減らしたり、量をたくさ

んして質を落としたりしないように、どちらも良

くできるように頑張つてください。これらのこと

は誰でも意識 したら誰でもできると思うので諦め

ずに頑張ってください。


