
開校２年目、文理学科・難関公立高校に多くの中３生が進学しました

～『少人数制指導』と『一人ひとりに愛情教育』そして生徒達の努力の結果です～

（注）上記は千里中央本部校、阪急豊中校、茨木校の３校の中３生の結果です。 ※上記の合格数には季節講習会のみの生徒、公開テストのみの参加生、映像授業生は含んでおりません。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友達が駿台・浜学園に入学していたことを知り、入学しました。先生方はとても

フレンドリーで、解説も 1 つ 1 つ丁寧で、質問もしやすかったです。勉強のこと

だけでなく、受験に対する姿勢や受験後にどうしていくべきかも教えてくれまし

た。入学前には北野高校なんて無理だと思っていましたが、塾

に入って、いろいろな人に後押しされて勇気を出して挑戦しま

した。後輩のみなさんにも、勇気を出して上を目指してほしい

です。中１・中２の頃、苦手な教科を少し雑に学習していたた

めに、３年生で苦労したので、嫌いな教科は早めに克服するこ

とをお勧めします。 

毛利 幸登さん (豊中第五中学卒業) 
 

 

 

 

 

私は中３の夏まで大手塾に通っていましたが、塾の学習方法が自分に合わないなと

感じ、駿台・浜学園に入学しました。先生方の授業はとにかく面白く楽しかったで

す。また、わからないところの質問がとてもしやすかったで

す。しかし、中３の夏休みは部活ばかりであまり家庭学習が

できていませんでした。それもあり学校での実力テスト・定

期テストは結果が出せず、学校の先生には私立も公立もとて

も厳しいと言われ、何度も泣いてつらい体験をしたけれど、

志望校に合格することができて嬉しいです。自分で自覚を持

って勉強に向かうことは大切ですので、みなさんも頑張って

ください。         

森 こころさん(彩都西中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

合格者喜びの声 

北野高校 文理学科合格！！ 

茨木高校 文理学科合格！！ 



 

 

 

 

友人に紹介してもらい入学しました。公式など覚えるだけでなく、その理由まで

しっかりと教えてくれ、入試の直前演習では、本番ととても似た形式の問題を多

く解いたことで、府立高校Ｃ問題に対応する力がつきました。

中３夏期講習のテキストはとても有効なので、夏休みのうち

に復習しておけばよかったと思います。駿台・浜学園は、先

生たちが身近で話しやすく、相談や質問もしやすいので、困

ったときには何でも相談し、目標は決してあきらめないでく

ださい。最後はそれまでやった自分を信じて頑張ってくださ

い。 

尾﨑 るりさん (古江台中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

文理学科に特化した塾がいいなと思っていたので、実績のある駿台・浜学園に入学

しました。授業時間は僕の集中力にぴったりで、先生方が個々に対応してくれ、自

分の弱点をちゃんと理解してくれていました。

塾全体が明るく、自習室の机は大きく、個人個

人の仕切りがあるので集中して取り組むことが

できました。後輩のみなさんには、受験までの

大まかな計画を立てておくと良いと思います。

北野高校は合格するのは難しいけれど、入学後

は天国なので、くじけそうになったときは入学

後の自分を想像して頑張ってください。         

Ｍ・Ｙさん(豊中第三中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年になり友達に紹介してもらい入学しました。先生方がわからないところを丁

寧に教えてくださり、苦手な部分をプリントなどで

補強してくださりました。部活もありましたが、塾

が始まるまでの時間や土日に自習室を利用し、塾の

復習は授業後や翌朝に行うようにしていたことが合

格につながったと思います。しっかりと目標をもち、

苦手なところを集中して勉強することが大切ですの

で、みなさんも頑張ってください。 

 

野谷 奈那さん (箕面第一中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

駿台・浜学園では、定期テストの時でも細かいポイントを丁寧に教えてくれます。

先生方もとても気さくに話しかけてくださり、入試前日でもあまり緊張せずに勉

強に取り組めたこと、合格に向けての得点プランなど、明確なアドバイスをくだ

さったこと、入試前の類似実戦演習で落ち着いて受験できたことが良かったです。

学校の授業で寝てしまうクセがありましたが、それは直しておくべきでした。ま

た暗記教科は直前では追いつかないので、少しでもコツ

コツと覚えることは大切です。私も入塾後は、宿題は指

示されてから２～３日以内に取り組むようにしており

ました。入試本番は雰囲気も張りつめていて、緊張する

かもしれませんが、頭の中で今までやってきたことを振

り返り、少し心を落ち着かせれば自然と問題が解けるの

で、駿台・浜学園を信じて頑張ってください。         

齋藤 大河さん(三島中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

豊中高校 文理学科合格！！ 

北野高校 文理学科合格！！ 

豊中高校 文理学科合格！！ 

茨木高校 文理学科合格！！ 



 

 

 

 

最初は別の塾に通っていたのですが、母から勧められ、軽い気持ちで入学しまし

た。今思うと、これはとても良い選択でした。駿台・浜学園の『原理・原則から

の理解』が私を合格に導いてくれました。単に暗記するのではなく、原理を理解

することで、柔軟に考えることができ、応用力がついたのだと思います。先生方

もユニークで、話も楽しく、それが良い気分転換になり、通塾も苦になりません

でした。ただ、もっと勉強を頑張るべきだったと反省して

います。幸い合格することはできたのですが、勉強をやり

きった感が薄く、合格の際に心から喜ぶことができなかっ

たからです。みなさんにはとにかく悔いが残らないように

勉強を頑張ってください。塾をおおいに活用し、わからな

いことを残さないようにすることが大切です。茨木高校志

望の人は、高校で会えることを楽しみにしています。 

森 七菜実さん (古江台中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

姉からの紹介で体験受講し入学しました。演習→解説の流れで効率よく学習でき、

先生との距離が近いことが印象的です。部活が多か

ったので、説明会やオープンスクールに早めに参加

することができなかったことが心残りです。1 年は

長いようで短いので、説明会・オープンスクールな

ども早めに参加し、高校受験を意識した学習を進め

てください。また、英検は頑張れば合格するので、

難しそうだと感じても、挑戦してみてください。      

      

今田 千詠さん(彩都西中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

 

３年生の夏休みまで塾に通っていなかったので、部活動が終わったのを機に入

学しました。駿台・浜学園は少人数で、文理学科を志望する僕には合っていま

した。先生が１人１人しっかりと対応してくれ、受験直前の頃には授業で繰り

返し演習を行ったことで実戦での感覚を養うことができました。授業以外にも、

学習の進め方や苦手克服法など、様々なアドバイスをいた

だくことができ、自分の学習を見直すきっかけになりまし

た。しかし、もう少し早く入学しておけばと感じています。

塾に行かず、自力で合格すると最初は考えていたので、も

う少し早くこの塾の力を借りていれば、さらに上の学校を

狙えたような気がします。府立高校Ｃ問題は難易度が高く、

不安になるかもしれませんが、まずは基礎をしっかり固め

てください。毎日少しずつの努力が大切です。 

Ｍ・Ｈさん (豊中第九中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

以前通っていた塾で伸び悩み、転塾を検討していたときに駿台・浜学園を知り、

母に勧められて入学しました。1 クラスが少人数で、得意・不得意のバラつきが

あった私は、入試直前の苦手克服指導がすごく合

っていました。宿題は学校の休み時間なども使い

勉強していました。先生との距離が近く、質問や

「こんな問題をやりたい」という希望も気軽に伝

えられたことも良かったです。わからない、辛い

と思った時は、駿台・浜学園の先生に頼りましょ

う。きっと助けてくれ、安心できます。受験には、

学力はもちろん、精神面もとっても大事です。 

辰巳 涼子さん(千里丘中学卒業) 
 

 

 

 

 

茨木高校 文理学科合格！！ 

高津高校 文理学科合格！！ 

豊中高校 文理学科合格！！ 

茨木高校 文理学科合格！！ 



 

 

 

 

中３までは塾に通っていませんでしたが、近くに新しく駿台・浜学園ができたの

で、両親にも勧められ入学しました。１クラスが少人数で、授業が分かりやすく、

先生方が学校よりも多くのことをおもしろく教えてくださりました。私立高校受

験が終わると、府立高校に向けて予想問題を多く解き、慣れることができたのも

良かったです。また、英検対策で２級を取得できたことも合格につながったと思

います。先生との距離も近く、好きな時に自習室に

行けること、周りに自分より勉強できるライバルが

いることで、頑張ろうという気持ちになりました。

第一志望に合格するという強い気持ちも持って受

験に向かい、特に理科・社会は早めに勉強をするこ

とが合格のカギになります。駿台・浜学園は学習す

る環境が整っているので、それをしっかり生かして

ください。 

西村 瑞生さん (三島中学卒業) 
 

 

 

 

 

以前通っていた塾では、授業中にみんなが話をしていて集中することができません

でした。しかし駿台・浜学園では、それもなく授業中にわからないことがあっても

すぐに聞くことができ、理解することができました。数学

の定理や公式も文字や図形を使って導き出すことで、わか

らなくなっても自分で作ることができました。英語・国語

でも、単語や文法の日々の積み重ねが合格につながったと

思います。３年生の追い込みの時期になって気づくのです

が、内申点は本当に重要です。また、英検も２級を取得し

ておくと、７２点があるのでとても楽です。早めから受験

を意識しておき、頑張ってください。 

三浦 啓太さん(豊中第八中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

 

前まで通っていた塾が遠かったので、体験授業が楽しく、文理学科の合格率が

高かったので、中３から入学しました。自習室は集中でき、授業もおもしろく

集中でき、質問をたくさんできてわからないところは

すぐに解決できたところが学力の向上につながった

と思います。中１・中２の時にあまり頑張っていなか

ったので、もっと頑張っておくべきだったと思いまし

た。入試でも中１・中２の基礎が重要ですし、内申点

も重要なので、後輩のみなさんには努力を続ければ成

績は比例して上がっていくので、あきらめず頑張って

ください。 

木村 静香さん (彩都西中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

駿台・浜学園では、わからないところを質問するとわかりやすく教えてくれ、弱

点フォローもたくさんしていただけました。先生とも話しやすく、別の中学校の

友達もでき、みんなで一緒に頑張って合格を目指していたことが心強かったです。

中１・中２の時期は、定期テスト前にしか勉強をしてお

らず、テストで点が取れても後でできなくなっている単

元も多くありました。何度も予想問題に触れることで、

力が確実についていったと思います。受験勉強は苦しく、

「もう勉強はいやだな」と思うことはあるかもしれない

けれど、そういう時は行きたい学校に自分が通っている

イメージをすると良いです。学力も大切だけど、気持ち

も大切です。 

岡田 莉奈さん(竹見台中学卒業) 
 

 

 

 

 

茨木高校 文理学科合格！！ 

豊中高校 文理学科合格！！ 

豊中高校 文理学科合格！！ 

池田高校 普通科合格！！ 



 

 

 

 

テスト慣れしておらず、自分の力ではなかなか実力を発揮できないと思い、ライ

バルと競い合うことで自分の力を高めようと思い、集団塾の駿台・浜学園に入学

しました。授業では、丁寧な解説でわからないまま次に進

むということがなかったです。先生以外にも、駿台卒業の

クラスリーダーさんもいたため、いつでも質問に行ける環

境も良かったです。結果がでないときもありましたが、常

に合格するという目標を忘れずに一生懸命に頑張ることが

合格につながります。また、中１・中２の時期から点数に

意識を向けておくことも大切だと思いました。 

杖本 羽奏さん (三島中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

友人に誘われ駿台・浜学園のことを調べたところ、『全員プロの専任講師が担任』

ということに魅力を感じ入学しました。プロの先生でも気軽に質問でき、受験に向

けて、今、自分がするべきことを的確に教えていただきました。授業はわかりやす

いことはもちろん、楽しかったです。他の学校の友

達も多くでき、一緒になって合格を目指したことも

良い経験でした。苦手な分野を残さず、「明日やろう」

と先のばしにしないことが大切だと思いました。受

験直前には苦手教科を見直す時間もあまり取れない

ので、もう一度基本からはやめに見直しておくこと

が良いでしょう。 

武田 千夏さん(竹見台中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学のきっかけは知り合いの勧めでした。説明会での先生の模擬授業が面白く、

入学を決定しました。入学後は、塾の宿題と学校の宿題の両方を短期間にやら

なければいけないこともあり、大変そうな時もありましたが、自分でも計画を

立てて、効率よくこなす姿勢が身についてきまし

た。適度に緊張感のある授業で、集中力が途切れ

ることはなかったようです。先生方は子供の性格、

特性をよく把握した上で指導してくださいました。

いつも様々な視点から、新しいアプローチ法を示

してくださるので、親としても有り難かったです。 
 

 

 

子供が自分のやる気に応えてくれそうな塾を探しており、友人に紹介されて入学

しました。先生方の指導方法が、学校より頭に入りやすいようで、「そういう解

き方があるのか」と知れることも喜んでおりました。わからない問題があったと

きは、先生方がわかるまで教えてくれました。子供と

一緒に寄り添ってくださるので、積極的に塾に足が向

いていました。受験まで一度もあきらめず、目標を見

失わず勉強できたこと、すばらしい学習環境を作って

くださった先生方と駿台・浜学園に感謝しています。 

 

 

 

他塾に通っていましたが、明確な志望校もなく、目

標に向かって苦手を克服し向上しようという気力が

あまり感じられず不安に思っていた時期に、駿台・

浜学園の開校を知り入学しました。クラスも少人数

で、個々に丁寧に指導していただきました。子供の

性格もよく理解していただき、アットホームな雰囲

気が気に入っていたようです。 

 

 

 

 

春日丘高校 普通科合格！！ 

千里高校 総合科学科合格！！ 

保護者様からの声 



 

 

子供が体験授業を受け、「面白い」「わかりやすい」と希望したため入学しました。

親としても、文理学科を目指すカリキュラムと専任教員による少人数制での授業

が大きな決め手となりました。個性的で知識豊かな

先生方が、とにかく熱心に教えてくださりました。

子供の特徴を捉えて、本人の持つ学力を最大限に引

き伸ばしていただいたと感じています。また、高い

目標を持つ仲間と切磋琢磨しながら学べる雰囲気を

作っていただいていました。 
 

 

 

 

以前に通っていた塾のカリキュラムに不安を感じており、まずは日曜文理学科特

訓との併用で入学しました。少人数で、併学も無理を強いることなく、本人も学

習内容を気に入っていたようです。定期テストでも、少人数の学校や時期のずれ

た学校にも対応してくださり、高得点につながったこと

は本人も喜んでいました。先生方の指導は熱血で、授業

についても進路についても親身になっていただき、安心

して子供を通わせることができました。中３の進路決定

の時期には、親子ともどもナーバスになりますが、先生

方は頼もしいパートナーとなってくれました。 

 

 

 

１期生の合格実績と、説明会での校舎長の先生のお話しを聞き、子供を志望校合

格へと導いてくださると感じて入学しました。はじめ

はテスト直しや宿題が多く、大変そうでしたが、徐々

に慣れていき効率よく学習できるようになりました。

入学前には個別で補強指導を行っていただいたり、苦

手教科のプリントをいただいたりと、最初から最後ま

で熱心にご指導いただきました。また先生との距離が

近く、質問にも丁寧に答えてくださり、楽しそうに塾

に通っていました。 

 

 

 

 

 

 

塾に通わず自宅学習でしたが、問題が難しくなり、わからない問題を教えるのに

時間がかかるようになったため、質問など対応していただける塾を探し入学しま

した。校舎長の先生をはじめ、先生方の熱意がとて

も伝わってきました。相談や質問もしやすい環境で、

先生方の「任せてください」という気持ちがとても

心強かったです。子供たちにも、明るく楽しく接し

ていただき、時には厳しくしていただいたので、人

間的にも成長できる場所でした。塾は合う。合わな

いがあると思いますが、『根本から学びたい』という

気持ちがある子供には駿台・浜学園の先生方が応え

てくれます。 
 

 

他塾に通っていましたが、明確な志望校もなく、目標に向かって苦手を克服し向

上しようという気力があまり感じられず不安に思って

いた時期に、駿台・浜学園の開校を知り入学しました。

クラスも少人数で、個々に丁寧に指導していただきま

した。子供の性格もよく理解していただき、アットホ

ームな雰囲気が気に入っていたようです。 

 

 

“合格の声”は合格者の一部の生徒を掲載しております。 

 

駿台・浜学園の受験生全員の努力と 

成長を称えます。 
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