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 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

駿台・浜学園では解法だけでなく、更に掘り下げて「なぜ解法で答えが出せる

のか」まで学習したことが良かったです、一問一問に拘れるようになりました。

授業以外では「やり直し」を学べたことが良かったです。自分で復習して解説

する癖がつきました。また、とても熱い先生や塾生から

多くの刺激を得られたことが自分を合格させてくれま

した。 

受験勉強は苦しいと思いますが、合格できたときの喜

びはものすごいです。それを期待して時間を大切に頑

張ってください。「暗記」しようとするとすぐ行き詰る

自分は「なぜ？」に拘るようにしていました。   

 

S・A さん (大阪教育大学附属池田中学卒業)  
 

 

 

 

 

 

 

大人数での集団授業が苦手だったこともあり、駿台・浜学

園に入学しました。授業は無駄のない質のよいものという

だけでなく、質問がしやすくクラスメイトのレベルも高か

ったです。演習量もかなり多かったです。自分のレベルで

行けるところではなく、本当に自分が行きたいところを志

望校にしてください。 

 

M・N さん  (豊中第十五中学卒業) 

 

北野高校 文理学科合格！！ 

天王寺高校 文理学科合格！ 

合格者喜びの声 



 

 ３ 

 

 

 

 

志望校は茨木高校でしたが、定期テストの成績が振るわず、悔しい思いをして

いたので、駿台・浜学園に入学しました。授業はハイレベルでしたが、発展的

なことばかりをするのではなく、基礎的な内容も確認しながら授業が進んでい

くので、入学当初からついていくことができました。先生も生徒もみんな優し

く、授業は真面目に、それ以外は楽しく、メリハリがつけ

られからこそ、やるときはやろうと思えたし、仲間と一緒

に頑張ろうと思えました。1 年生のときには「茨高に行き

たい」と言ってもみんなに「無理」と言われた僕も合格で

きました。みんなも努力を絶対にやめないで！！ 

 

S・T くん (養精中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

少人数制でより学力が高められると思い、駿台・浜学園に入学しました。先生

たちが本気で教えてくださったことが合格へつながりました。反復する勉強法

など自分では分からなかった方法を教えてくださった

ことが良かったです。茨木高校は志願者も多く倍率も高

いのですが、そういうときは絶対この高校に行きたい！

という気持ちが大事だと思います。自分のその高校に対

する気持ちを大事にして受験にのぞんでください。 

 

T・F さん(豊中第九中学卒業) 
 

 

 

 

 

茨木高校 文理学科合格！！ 

茨木高校 文理学科合格！！ 



 

 ４ 

 

 

 

 

以前通っていた塾が自分に合わずに辞めてしまい、どうしようかと悩んでいた

時に両親から勧められて体験授業を受けたとき、授業がとてもわかりやすく授

業スピードが自分に合っていたことが転塾の切っ掛けでした。 

公立高校の予想問題を 2 学期からたくさん解いていくので

志望校との距離を測ることができ、大晦日特訓では普段味

わうことができない入試特有の緊張感を味わうことができ

ました。また同じ高校を目指すクラスの人と競い合いなが

ら授業に取り組めたことも合格につながった要因だと思い

ます。フレンドリーで熱心に指導してくださった先生方、

本当にありがとうございました。 

 

I・N くん (豊中第十五中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

 

先生たちの授業が面白い、質問がしやすい和やかな雰囲気や一緒に合格を目指

すメンバーも全体的ににぎやかで変に切り詰めた感じではなく、のびのびと出

来ることが自分の性格にも合っていて 1 年生の頃から

入っていればよかったと思えるくらい塾で過ごす時間

が楽しかったです。教えてもらったことをわすれないよ

うに高校でも頑張りたいと思います。 

 

         M・M さん(豊中第十一中学卒業) 

 
 

 

 

北野高校 文理学科合格！！ 

豊中高校 文理学科合格！！ 



 

 ５ 

 

 

 

 

駿台・浜学園の体験授業に足を運び、人数の多すぎないところが良いと思い入

学しました。塾全体が明るい雰囲気で、入試前日まで同じだったので、緊張し

すぎなくて良かったです。理科と社会は全国の公立問題をすべて解いて自分の

苦手分野をなくしたり、忘れている内容を復習したりしました。これが良かっ

たと思います。 

最後まであきらめないことが大切だと身をもっ

て感じました。先生がおっしゃっていたように本

当に気持ちで合否がきまるのだと思いました。難

しい問題が解けることも大事ですが、基本を取り

こぼさないことも大事です。 

 

I・S さん (豊中第九中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

 

友達の紹介により塾を知り、体験授業でとても楽しくわかりやすかったので入

学を決めました。最もほかの塾と違うことが少人数でとても授業が聞きやすく

質問もしやすい雰囲気でした。また先生方が授業でい

ない時もクラスリーダーがいつでも対応してくれたこ

とがよかったです。その他にも自習室が長い時間開放

されていていつでも使えることが文理学科を合格する

力を身に着けることができた要因だと思います。 

      

N・T くん(渋谷中学卒業) 
 

 

 

北野高校 文理学科合格！！ 

豊中高校 文理学科合格！！ 



 

 ６ 

 

 

 

 

3 年生になる前に知り合いから勧められて春期講習から入学しました。先生方

は原理から指導してくださり、確かな応用力を身

に着けることができました。そのうえで『点の取

り方』を学んだことが志望校合格につながったの

ではないかと思います。丁寧に教えてくれてあり

がとうございました。 

 
K・A くん (豊中第十五中学卒業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駿台・浜学園の授業はとても丁寧で、一人ひとりの質問に答えてくれます。答

えの導き方を教えてくれるので、他の問題も解くことができます。先生もみん

な熱心で、授業の初めと終わりに「今、何もすべきか」

を話してくれるので迷子にならなくてすみました。自

分で限界を決めないで！今の模試の判定に判定され

ないで！努力は必ず報われる…そう信じてガンバ

レ！！ 

 

N・H くん(青山台中学卒業) 
 

 

 

 

 

大手前高校 文理学科合格！！ 

茨木高校 文理学科合格！！ 



 

 ７ 

 

 

 

 

 

入学テストを受けたとき、雰囲気がよく、入学したいと思いました。宿題で間

違えた所の直しを徹底するなど、勉強の仕方を学べただけでなく、授業では先

生方が一人ひとりを細かく見て指導してくださり、迷うことなく努力を続けら

れました。授業以外でも学校のことや、苦手科目

について先生と話す機会も多く、悩んでいること

があっても、話すことで気持ちが楽になることが

多かったです。できるだけ不安を少なくして受験

できるように、つらくても努力し続けてくださ

い。受かるために自分に厳しく勉強し続けたら合

格できます。あきらめず頑張ってください。 

 

N・H さん (養精中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

中学 2 年の初めから通っていましたが、初めの 1 年は、問題をとにかく解く…

経験を積むことで苦手だった英語が得意になりました。中学 3 年になってから

は、解くだけでなく、全教科、解き直しに力を入れまし

た。先生たちはいつも活き活きとしていて、特に受験期

はピリピリすると聞いていましたが、そんなこともな

く、塾に行くのが楽しみでした。入試では英数国はもち

ろん大事ですが、理科や社会も高得点がとれればチャ

ンスが広がります。最後はそこをしっかり詰めて頑張

ってください。 

T・K くん(養精中学卒業) 
 

 

豊中高校 文理学科合格！！ 

豊中高校 文理学科合格！！ 



 

 ８ 

 

 

中学 1 年生の学年末テストで成績が下がったことと少人数制であることが入塾した理

由です。解らないことをすぐに質問できるフレンドリーな雰囲

気や入試直前期に苦手だった数学を徹底的に補習してもら

ったなどの先生方の熱心さが北野高校合格に結び付いたと

思います。最後まで応援してくださってありがとうございます。 

 

M・M さん(豊中第十八中学卒業) 
 

 

 

 

 

駿台・浜学園に入学した切っ掛けは友達からお誘いでした。先生だけではなく色んなク

ラスリーダーがいるのでいつでも質問が出来て、重要なポ

イントや大事ことをまとめられていたのでとても授業がわか

りやすかった。入学時にここまで伸びるとは思ってもいま

せんでした。全て先生が一生懸命指導してくれたおかげ

です。 

 

K・Y くん (豊中第十三中学卒業) 

 

 
 

 

友だちの紹介で入塾しました。一人ひとりしっかり見ていただ

いたことで、今やるべきことに安心して励むことができました。

周りが勉強に熱心で成績がぐんぐん伸びるなか、思うように

結果が出ていないときも、自分も負けていられないと思い、

頑張ることができました。合格できたのはここまで支えてくれ

た先生、仲間、勉強できる環境を整えてくれた家族がいた

からだと思います。 

M・Y さん(西陵中学卒業) 
 

 

春日丘高校 普通科合格！！ 

茨木高校 文理学科合格！！ 

北野高校 文理学科科合格！！ 



 

 ９ 

 

 

 

千里中央駅から近く通塾しやすかったことや既に通っていた

友達の評判も良かったので入学しました。授業では予想問

題や過去問題の演習に取り組むことが多くテストや雰囲気を

掴むのに役立ちました。また、授業開始直後にある先生の

アドバイスも良かったです！自分がやっていること、してきた

ことを信じて自信をもって頑張ろう！ 

 

                 K・A さん(青山台中学卒業) 
 

 

 

 

 

友達に誘われて入学しました。駿台・浜学園の授業は、自分が分かるまで教えてくれ

るところ、公式だけでなくどうしてそうなるのかまで教えてくれるとこ

ろが良かったです。暗記科目は１・２年の内容を忘れていることが

多かったので、ちゃんと復習しておけば良かったと思います。毎日

こつこつやることが大事です。課題をしっかりこなしながら、行きた

いという強い気持ちで頑張れば合格できます。 

 

M・Y さん (茨木西中学卒業) 
 

 

 

 

以前、通っていた塾で悩んでいたときに、母が勧めてくれた

こと、また友達も入塾すると聞いたので、転塾を決めました。

疑問にはすぐ答えてくれる環境で、勉強に行き詰っても、どう

やったら調子が取り戻せるか、一緒に考えてくだり、入試直

前のピリピリする時期も落ち着いて勉強することができました。

ありがとうございました！！ 

 

I・H くん(養精中学卒業) 

茨木高校 文理学科合格！！ 

豊中高校 文理学科合格！！ 

北野高校 文理学科合格！！ 



 

 １０ 

 

 

 

以前通っていた塾が自分に合わず、新しい塾を探しているときに駿台・浜学園に出会

いました。合格率の高さや少人数指導、通学のしやすさが選んだきっかけです。駿

台・浜学園は少人数制の授業だったので、一人ひとりのこと

をしっかりみてくださったことがとても良かったです。また、他

の塾と比べものにならないくらいの量をこなし、先生方全員

が最後まで前向きな言葉をかけ続けてくれたことが、合格

につながったと思います。受験勉強をするなかで、志望校

の変更を考えたり、不合格だった自分の姿を想像したりす

ることは誰でもあります。そのときに最後まであきらめず、先

生や自分を信じてがんばり続けるが、合格への近道です。がんばれ！！ 

 

 F・M さん(豊中第十四中学卒業) 
 

    

 

 

 

 

 

 教室がきれいで、人数も少なく、駅近で人通りが多いことなど条件が整っていたため

入学を決めました。先生の授業はとても丁寧でわかりやすく、また板書がみやすかっ

たので後からノートを見直しても理解することができました。

授業以外にも先生やクラスリーダーに質問しやすい環境で

あったため、苦手克服につながりました。また、入試前の予

想テストでの合否判定で自分の課題、改善すべきことが明

確になったことが良かったです。本当にお世話になりました。 

 

Ｈ・Ｓさん(豊中第十三中学卒業) 

 

 
 

 

 

豊中高校 文理学科合格！！ 

千里高校 国際学科合格！！ 



 

 １１ 

 

 

 

授業は先生方の話が毎回おもしろくて、授業が楽しみな日が多かったです。また授業

の板書もものすごくまとまっていたので、受験前の見直しにも活用できました。大変なこ

とや心が折れそうになったこともありましたが、一緒に頑張ってく

れる素敵な仲間達とお互いに励ましあいながらこの 1年間を乗

り切ってきました。また部活動も忙しかったですが 1 週間の予

定をしっかりと決めてメリハリをつけることでキッチリとやるべきこ

とをやりきることができました。一年間ありがとうございました。こ

の塾に通えて本当によかったです。 

 

T・M さん (豊中第四中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

多数の塾がある中で文理学科合格に強い実績があったので駿台・浜学園に入学しま

した。生徒全員が集中して授業を受けており先生方は原理から理解できるように様々

な工夫をたくさんしておりました。理系・文系教科を問わず、

問題の趣旨やアプローチの仕方や別解などの情報量がとに

かく多くて視野がとても広がりました。先生方のキャラクター

に被りが無く、面白い人が多かったのでとても質問がしやす

かったです。北野高校は頭が良いだけではだめです。受験し

た者からすれば当日のメンタルの勝負だといえます。生徒を

合格させようという気持ちがものすごく強いので本気で合格し

たいと思う生徒はぜひ入塾すべきです。 

 

M・R くん (豊中第十二中学卒業) 
 

 

 

 

北野高校 文理学科合格！！ 

北野高校 文理学科合格！！ 

合格！！ 



 

 １２ 

 

 

 

 

体験授業での先生の説明がわかりやすく、おもしろかったので入学しました。少人数で

授業中でもわからないところはすぐに先生に聞くことができ、また、先生たちが教えてく

れた語呂あわせは印象に残っています。私は理社を最後

の最後まで苦戦して受験前1週間は理社におわれる日々

でしたので中１のときからしっかりと固めておけばよかったと

思っています。今年の入試は英語が難しくて「英検もって

いる人いいなあ」と思っていました。英検 2 級とっていたほ

うがいいと思います。 

 

I・N さん(豊中第一中学卒業) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 この塾の授業でよかったことは、楽しく、わかりやすい授業を受けることができたこと

です。それに、自習のときには先生に質問をしやすい雰囲気なので、たくさん質問をで

き、私にとって心強い支えになりました。休み時間やごはん

を食べるときなど友達と楽しく過ごせたおかげで勉強の気晴

らしにもなり、良かったです。友達と一緒に頑張れたことが一

番の強みになりました。塾に入るまでは部活に追われ、勉強

のことをあまり考えていなかったため、周りの人と差もあった

けれど、入試直前まであきらめずにがんばったおかげでよい

結果をだすことができました。最後まであきらめないことが大

事だと思います。 
 

                          E・Y さん(豊中第三中学卒業) 

 

池田高校 普通科合格！！ 

合格！！ 

池田高校 普通科合格！！ 

合格！！ 



 

 １３ 

 

 

 

 友達に誘われて入塾しました。人数が少なく、すぐに質問に行ける環境が良かった

です。先生からのアドバイスもあって真剣に取り組むことができました。クラスの雰囲気

も全員で合格するという雰囲気がでていたので、自分もやらなければ、という気持ちが

生じて勉強に集中できました。部活の試合が多く、練習も

毎日あったので自習室にいく時間もなかったですが、部活

が終わってからは受験モードに入るため携帯を親に渡しま

した。入試は数学がまったくわからず気持ちが折れました

が、他の 4 教科で頑張りました。英検をとれたことも合格

につながったと思います。 

 

K・R くん(三島中学卒業) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 中２のときに成績が落ちてきて、このままでは…と思い、友達と入学しました。駿台・

浜学園はレベルが高い生徒が多く、周りが皆勉強に対して意識が高く自分も頑張ろう

と思えました。夏期講習のころからは、毎日塾で勉強し、

そこからずっとそのペースで入試まで続けることができま

した。先生が面白くて、授業のない日でも自習室で勉強

をすることができました。初め成績が悪くても、諦めなけ

れば絶対成績が伸びるから最後の最後まで勉強を続け

ることが大切だと思います。 
   

                             S・R さん(養精中学卒業) 

 

 

春日丘高校 普通科合格！！ 

合格！！ 

春日丘高校 普通科合格！！ 

合格！！ 



 

 １４ 

 

 

 

 

 

他塾に通っていましたが、子供の方からもの足らな

くなり、より緊張感ある指導力の高いレベルを求め

たことがきっかけで入塾しました。先生方は若いな

がらもポリシーをもって指導されていたと考えま

す。子どもからも安定感があり痒いところに手の届

く授業と学習外の何気ない会話・助言等も助けにな

ったと聞きます。アットホームな印象です。 
 

 

 

他塾で成績が伸び悩んでいたため、本人なりに考えて選んだのが貴塾でした

ので、お願いすることにしました。少人数で見ていただけることがポイント

になったようです。秋まで部活がありましたので、

時間的にも体力的にも大変そうでしたが、先生方が

細やかな配慮してくださり、特別にみてくださった

り、個別対応を快く申し出てくださったり、愛情と

熱意をもって子供たちに向き合ってくださったの

で、子供も親も安心して受験期を乗り越えることが

できました。 

 

 

 

部活を引退する中３夏までは、週 1 回の通塾で部活

優先の生活でしたが、引退後は毎日、学校から帰宅

するとすぐに自習室に行きました。先生方が部活で

の活躍も認めてくださったことが引退後の切り替え

へと繋がり、結果的に中学校生活と塾の両立になっ

たと思います。先生方が勉強内容はもちろんのこと

勉強に向かう姿勢や熱心に指導してくださったおか

げで、息子は先生方を信頼し、「やりきることに意味

がある」という言葉を胸に留め、受験を乗り切れたのだと思います。 

 

保護者様からの声 



 

 １５ 

 

 

入学説明会に参加した際、「文理学科の合格には圧倒的な学力が必要である」

とのお話を聞いたこと、少人数での授業や個別コーチングが入学の決め手に

なりました。部活動の時間を考慮したスケジュール

設定をしていただき、中３夏の部活引退までうまく

両立できました。多くの課題に取り組むことが大変

そうな時もありましたが、時間配分を工夫する力や

学力向上のためには不可欠だったと感じています。

先生方は公立 C 問題や英検取得について、先生方

が非常に熱心に分析されていて、文理学科合格への

攻略方法を明確に持っておられます。子供の特徴にも寄り添って日々の指導

に反映されていると感じますし、最後まで熱く指導してくださいました。 
 

 

 

他塾に通っていましたが、駿台・浜学園が開校し、入学テストにも合格した

ので、せっかくだからと体験授業から入塾しました。部活が終わってからで

も通える時間帯に授業がありましたし、大会等でお休みしたときも、後日フ

ォローがあり、運動部でも問題なく通えました。塾

の授業はわかりやすかったようですし、適度な人数

のため先生方との距離も近く、塾に行くのが楽しく

てしかたなかったようです。塾での様子は定期的な

面談やテスト結果を親へフィードバックしてくだ

さいますし、毎日の塾の出入りは LINE で送られ、安

心できます。 

 

 

説明会に参加し、自宅から通いやすく少人数である

こと、「文理学科」に取り組めるだろうと思い入学し

ました。学校から戻るとすぐに塾に向かう生活で、

とにかく忙しく大変な生活でしたが、同じ志をもつ

仲間と出会い、時には談笑しながら学校生活と塾の

両立ができたのだと思っています。先生方の親身な

指導のもと、受験に対する知識と勉強に取り組む姿

勢を親子共々学ぶことができました。 

 



 

 １６ 

 

 

知人から駿台・浜学園の話を聞き、夏期講習から始めました。1 クラスの人

数も少なくしっかり見ていただけると思い入学を決めました。クラブのある

時期は、週末大会後の通塾などしんどそうでしたが、引退してからは全く問

題ありませんでした。塾の宿題をこなしていくのは

大変だったようですが、そのおかげで勉強の習慣が

身に付きました。講師の方も教務の方も親切に接し

ていただきました。困ったことや気になることも気

軽に相談でき心より感謝しております。授業内容も

ハイレベルでついていけないと本人が悩んだこと

もありましたが、志望校に合格できたのはその授業

のおかげだと思っております。 
 

 

 

新聞に掲載されていた広告を見て、お電話したのが

きっかけでした。実際に先生よりご説明いただき、

是非お世話になりたいと思いました。どの教科の授

業も面白くわかりやすかったと子も申しており、面

談でも熱心にアドバイス頂き、親も全く不安なく過

ごせました。志望校を決める際には、じっくりと何

度も相談にのってくださり、子が安心して志望校を

決めることができました。 

 

“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。 
 

 

 

 


