一人一人の行きたい志望校へ
2014年度 高校入試

努力の先にあるもの

私が堀川高校に行きたいと思ったのは中一の夏でした。
それからの二年
半、
本当に苦しかった。
しかし今思えば十分に充実した幸せな日々でした。
全てが終わった今、
大切なのは結果ではなく、
通過点の中で自分がどれだ

け成長出来たかであると私は胸を張って言えます。
これは私を支えてくだ
さった宇治校の先生方のおかげです。
言葉にできないくらい感謝していま
す。
受験で得られる物は学力と進路だけではないと実感できました。
この経
験で得た自信と成功を糧に高校生活、
必死に頑張って、
将来見る事がで
立石 琴美さん
（宇治中） きる世界を広げたいです。

岡野 青空くん
（広野中） 高校で活かして頑張ります。約１年間という短い間でしたが、本当にありがとうございました。

立志館進学教室に
通わせて
我が子はとにかく立志館が大好きでした︒
その
理由はきっと塾長を始めとする講師の方々が
本当に子供の心に寄り添って指導してくださっ

面では責任を持って苦手克服に力を尽くして

ていたからに他ならない︑
と思っています︒
学習

くださり︑
また部活動の両立に悩む娘のために
何度も相談に乗ってくださったり︑
子供を真っ
直ぐに見つめて︑
その心の声に耳を傾けてくだ
さることで子供自身のやる気を引き出してく

そして︑
学習面以外でも思春期の子供達と全

れたように思います︒
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力で関わってくださり︑
共に笑い︑
泣き︑
時に叱

に合格する事」
で返すしかないと思った。
今思えば、
あの夏が無ければ合
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り︑
我が子はその愛情をしっかりと受け止める

なかった。
部活で授業に行けない日の分は私一人の為に時間を見つけて

宇治校

一人ひとりを大きく伸ばす

ます︒
受験生活の日々︑
娘は本当に多くの時間

ていた。
他の部活はもう終わっているのに、
私は夏休みも毎日、
部活があ
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ことで学習への集中力を身につけたように思い

る。
だからしょうがない。
そうやって逃げようとしている私を先生方は見捨て
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を立志館で過ごしました︒
最初は自宅から近い

私は中三の夏、
部活動と勉強の両立が出来ずに、
勉強から逃げようとし

Ⅰ類

京都成章 ・京産大附属 ・龍大付属平安 ・大谷 ・東山

普通科

という理由だけで選んだ塾でしたが︑
どこより

は授業をしてくれた。
私はそんな先生方を見て、
この感謝は
「勉強して高校

も一番︑
我が子が輝けた場所だったと講師の先
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合格目指してみんな頑張りました！

平成26年度 宇治校 主な合格実績

生方への感謝の思いでいっぱいです︒

堀川 西京 南陽 立命館 帝塚山 大阪桐蔭

高校

格する事などあり得なかったと思う。
本当にありがとうございました。
北澤 安梨さん
（宇治中）

北澤 安梨さんのお母様より

立命館高

１年間を振り返って

した。そのおかげで自分自身でもわかるぐらい学力の伸びを感じ成長出来ました。
それでも試験が近
づくにつれて不安がだんだん増していきました。そんな時に先生が「落ち着いてやったら絶対に受か
るから」
と勇気づけてくれました。おかげで入試本番では平常心で受ける事ができて、実力を十分に
発揮できました。そして合格！
！この合格は先生方の支えがあってつかめたものです。
ここで培った力を

今︑
振り返る時

僕は立志館進学教室に入って本当に良かったと思っています。先生という
「強い味方」がいたから
です。先生方の授業はとてもわかりやすく、そして時には面白い余談もあったので、毎日楽しく通えま
した。いつも真剣に僕の勉強に付き合ってくれて、わからないところも夜遅くまで丁寧に教えてくれま

中２の冬に公立高校の専門学科への受験を視
野に入れて︑
立志館進学教室に入塾させていた
だくことになりました︒
他塾も検討していまし
たが︑﹁合格させるノウハウは持っています！た
だ︑
合格は本人がやる気を出して掴み取るもの
で︑
それを手伝うのが塾の使命だと思っていま
す︒
﹂
それまで完全に塾に頼りきることに疑問
を感じていた私にとって︑
魅力を感じる力強い
お返事でした︒
塾でのご指導は︑
合格するため
の問題をひたすら提供しそれを詰め込んでい
くだけというものではなく︑
自分で足りないと
ころや︑
しなければならないことを考えるとい
う余白を少し残して下さったことで︑
息子自身
もやらされているだけの受け身の勉強方法には
ならなかったように思います︒
本人が選んだ勉
強方法を温かく見守ってくださりつつ︑
解けな
い問題があるとわかるまで夜遅くまでつきあっ
て教えていただきました︒
毎日の通塾や夏の合
宿で︑
同じ目標を持った素敵な仲間がたくさん
できたことも︑
やる気を保てた大きな要因だっ
たと思います︒
みんなが頑張っているから自分
も頑張る︒
と進んで毎日自習にも通っていまし
た︒
いろんな生徒たちが集まる中で︑
先生が本
気になれと叱咤激励をくり返し盛りたててい
らっしゃったことは子供の話からよく聞いていま
した︒
学校とはまた違う仲間と一緒に過ごし︑
笑い泣いて頑張ったこの一年は︑
息子にとって本当
に充実した日々だったようです︒
息子の実力を
最大限まで引き出し︑
第一志望校合格まで導い
て下さった先生方に心から感謝しています︒
本当にありがとうございました︒

西京高

娘は
﹁私ココに通いたい！﹂
と︑目をキラキラさせ
て言いました︒
先輩方の自主性や開拓力︑勇気
に引き付けられたのだと思います︒
ときめいた
高揚感で説明会をあとにしました︒
これが中一
の夏︒
堀川高校探究学科への始まりでした︒
設
問が解けた時や知識が重なっていく時に味わえ
る︑前方がパーンと拓けて視界が広がるような
あの感覚︑
世界が奥行きを増しながら輝いて彩
度を高めていくさま︑ワクワクする臨場感や展
望感を︑是非とも味わえるようにと︑娘に対し
て願っていましたし︑目標が定まる事で学ぶ喜
びを感じる学習をしていけるのでは︑と私は嬉
しくなりました︒
とはいえ思うように成績は上
がらず︑じりじりと逼迫感が続きました︒
娘に
とっては︑かなり精神的に厳しい時期が続きま
した︒
中三の夏合宿が一つの転機になりました︒
真夏の二泊三日︑大きく成長しモチベーションを
上げて娘は帰ってきました︒
堀川入試の一週間前︑﹁もうさあ︑
受験生活が充
実してるし︑これがもうすぐ終わると思うと
辛いんよな︒
﹂と娘がつぶやきました︒
私は︑はっ
として胸が熱くなりました︒
もう十分だと思
いました︒
こう思えた堀川への道は︑
結果がどう
であれ︑すでに大成功なのだ︑とわかりました︒
諦めずにブレること無く︑目標を掲げ続ける勇
気を育み︑遅くまで親身に教えて下さり︑丁寧
な根気さで指導して下さったおかげで夢に見た
学校に合格出来ました︒
心から感謝を申し上
げます︒
本当にありがとうございました︒
お世
話になりました︒
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岡野 青空くんのお母様より
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受験体験記
立志館進学教室 宇治校

今年もまた多くの生徒達が早くも桜を咲かせてくれました。正直、立志館進学教室宇治校には大手塾さんのような
派手な実績はありません。
しかし、一人一人の生徒達の満足度ではどこの大手塾にも負けない自信があります。

その他公立・私立高校にも多数合格！

