私たちも妥協しない。
キミたちの夢を実現させるために、信学会予備学校の教師陣は指導に対して決して妥協しない。
そんな心強いパートナーからのメッセージです。

英 語

か とう

加藤

けん た ろう

健太朗

“You have to believe in
yourself. That’s the secret.”
－Charlie Chaplin
英語にはこんな美しい言葉があ
ります。自分を信じて頑張りまし
ょう！

くぼ た

よしふみ

窪田 喜文
試験開始直前までの１分１秒を無駄にして
はならない。精神的に不安になりがちな人ほ
ど、不安を忘れるくらい集中して取り組もう。
少しでも時間があると思ったら、１つでも単
語を覚えよう。自信のない文法分野をまとめ
ておくのもいいだろう。成功を祈る。

し

ま

み

ほ

志摩 美穗
長い人生の中で、たくさんの出
会いと別れがあります。それらは
全て必要で大切なものだと思いま
す。これから、みなさんと出会っ
て、一緒に学べる日を楽しみにし
ています。

なかじま

中嶋

あ

や

亜也

この１年の道のりは決して楽で
はないけれど、意志あるところに
必ず道は開けます。勉強にだけう
ち込めるこの瞬間を一緒に実りあ
るものにしていきましょう。
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こ まつ

小松

えい た

栄太

英語（eigo）からi（愛）をと
ったら、ただのego（うぬぼれ）。
自分の英語力にうぬぼれることな
く、ぜひi（愛）を入れて、１年
間英語の勉強に励んでいきましょ
う。

たかはし

高橋

けん と

謙人

大学は本当に楽しい場所ですが、到
達するまでには膨大な努力を続け、巨
大な不安と戦わなければいけません。
挫けそうになった時、道に迷った時は
我々を頼りにしてください。最後まで
諦めないその姿勢は必ず報われます。

なかむら

中村

ひろ み

寛美

～自分の目指す将来に繋がる毎日を～
日々の丁寧な学習の積み重ねは、必
ず目標達成のその日へと繋がっていき
ます。自分の可能性を信じ、そして「今
この瞬間」を大切に、一緒に頑張って
いきましょう。

か とう

たかし

加藤

孝

君は自分の人生に満足している
か？ 胸を張って生きているか？
自分で自分を信じられない人生に
真の充足はありえない。人もつい
てこない。たった一度の人生、主
役の座は自分の手で勝ち取ろう！

さ みぞ

三溝

か おり

香織

さぁ、１年が始まります。この
１年は楽しいことばかりではな
い。むしろ辛いことがたくさんあ
るかも。しかし、もがき苦しんだ
後に必ず成長した自分に会える。
浪人時代を人生の隠し味にしよう。

たけむら

竹村

のりあき

宗哲

予備校での１年間が、自分を見
つめ直す良いチャンスになるよう
応援していきます。与えられた１
年間だからこそ、じっくり考えて
後悔のない進路選択をしましょ
う。Good Luck!

はま

浜

よし き

芳樹

「私は英語が苦手だから…」「英
語を使わない大学を…」。こんな
食わず嫌いも、思いきって食べて
みると意外とおいしかったっての
はよくある話。勇気を出して、ま
ずは一口。

きたむら

北村

こ

かな子

毎日コツコツ積み重ねる努力が
必ず力となります。苦労したり努
力した経験は、きっとあなたを磨
いてくれることでしょう。自分自
身のために、一緒にがんばりまし
ょう！

さる た

猿田

ただし

恭

限られた時間の中で英語の力を
伸ばすためには、「丁寧」な姿勢と
「粘り」の姿勢が不可欠です。単語、
熟語、語法、文法、そして英文と英
文の「つながり」に対して、丁寧に、
粘り強く向き合っていきましょう。

ち

の

茅野

たかし

崇

人間誰でも不安はあります。でも、
毎日努力することによって、不安は消
えないけれど忘れることはできるはず
です。努力する人は必ず報われるので
す。私の授業で基本を磨き、さらに演
習プリントで自信をつけましょう。

は みつ

葉密

しげる

繁

何をすべきか？と、自分に問う。
自ら進んで、自ら苦しみ、また進
む。きっと目的地に立った自分は
大きくなっているはずです。己を
信じて、己に勝つ。

き むら

木村

みつあき

光朗

一回限りの人生ならば、あらん
限りの燃焼でありたい。必要なの
は僕たち一人一人の中だけにある
熱意だ。さあ、夢に向かって、共
に新たなスタートを切ろう。僕は
どこまでも君たちの伴走者だ。

さわ だ

澤田

ち

え

こ

千絵子

入学試験は、人生の中では数少
ない、努力がきっと報われる機会
です。ですから、来年の春のあな
たの運命は、今のあなたの手の中
にあるのですよ。一緒に頑張りま
しょう。

てらおか

寺岡

あや こ

綾子

英語は、目で読むのではありま
せん。心で感じ、心でもって、心で
読もう！“read with your heart，
not with your eyes” ネイティブ
になりきっていつも楽しくやってい
きましょう！ Let's get excited!!

みやぐち

宮口

けい

圭

「やってみる」
「途中でやめない」
「諦めない」１年間これを続けて
ください。１年後必ず成長した、
強くなった自分がそこにいるはず
です。

みやはら

いく お

宮原 郁夫
受験勉強は一生続く訳ではあり
ません。この１年を今までで一番
頑張った年にしてみよう。やれば
成果は現れてきます。入試の英語
は思考訓練の為の英語でもありま
す。予備校の授業で体験しよう。

数 学

よしかわ

吉川

わたる

渉

悔しさがあるからこそ、向上心も
生まれる。失敗や挫折は目標を達成
するための原動力だ。生徒評：「と
ても丁寧に解説してくれるので、予
習でわからなかったところは、授業
中にほとんど解決できてしまう」。

おおなら

大楢

みね お

峰男

自然界では「入力＞出力」は絶
対だけど、人の真摯な努力の継続
は、時として、
「入力＜出力→奇跡」
という結果をもたらすことがあり
ます。迷わず投入し続けよう。

こ

み やま

まさ と

小宮山

正人

数学の問題を解くのに必要なの
は、鍛えられた計算力、深い理解
力、そして“問題文からのメッセ
ージ”を早く正確に受け取ること
です。３つとも必要な力です。３
つの力を十二分につけよう。

なが や

よしゆき

長屋 善之
人間は失敗して強くなる。数学
も同じ。失敗したら、違った方向
から見てみよう。何度も何度も繰
り返しているうちに、ものすごく
強くなっていることだろう。

みついし

三石

たかし

高

数学は数の学問というより数理
の学問である。数学力を身につけ
るには問題文を図式化・数式化し
てから考える必要がある。そうす
れば頭の中の霧が晴れてきて問題
の風景が見えてくることでしょう。

こんどう

近藤

さとし

聡

完答できる問題は満点を取り、
完答できない問題でも何とか部分
点を取る。そんな受験数学のテク
ニックを身につけないと、都会の
受験生には勝てません。私はその
テクニックを伝達します。

はら

原

まさ し

雅史

大切なのは「数学的な考え方」
を身につける、ということです。
自然とそのような考え方ができる
ようになればよいのです。できれ
ば私も、数学が服を着て歩いてい
るような存在になりたいものです。

みやした

宮下

さとし

智

“できたか、できなかったか”
だけを気にしても仕方がない。な
ぜ、うまく解けなかったかが重要
だ。じっくり、注意深く振り返る
ことができれば、無駄な問題では
なくなるはずだ。

か とう

加藤

しゅん

俊

どんなに長い道もまず一歩か
ら。遠く困難に思える目的地も、
歩みださなければたどりつきませ
ん。目指す先を見失わないよう、
前を向いて一歩一歩進もう。

さくら ば

櫻庭

かず や

和也

定理や公式を暗記するだけでは
なく、 理解して使いこなすことがで
きたとき、自分でも驚くほどの応用
力が身につきます。 理解するのに
は相応の苦しさも伴いますが、 水
滴石穿、地道にやっていきましょう。

ほりうち

堀内

ひと し

仁志

数学で一番大事なことは、数学
的イメージの確立と深い思考力を
養成すること。一つひとつの問題
を通じて諸君に自分の数学的イメ
ージや認識を全て伝えていきたい。

むらやま

村山

まさよし

正好

入試には、「ここまでやれば必
ず合格できる」という基準はあり
ません。だから、とことん努力し
ましょう。私も、とことんお付き
合いします。

かわさき

川崎

ともゆき

知幸

「成功は目的ではなく、その過
程にあります。楽しみの半分はそ
こに行き着くまでにあります。」
今歩き出そうとするその道は、
成功へとつながっているはず。目
標に向かって一緒に頑張ろう!!

さ とう

佐藤

たか え

隆衛

試験場で問題を解けるための自
然な考え方を話すこと、わかりや
すいこと、少しだけ数学を楽しむ
こと、を信条とします。みなさん
の知識欲と日々の努力を強く希望
します。

まつしま

松島

い おり

依織

数学は答えを出すための計算過
程が大切です。受験にも同じこと
が言えると思います。過程を大切
に、一歩一歩進んでいけば必ず目
標に近づいていきます。１年間、
一緒に頑張りましょう！

やまうら

山浦

なお き

直樹

“一歩一歩を確実に！一緒に頑
張りましょう。”

くろやなぎ

黒栁
かえ

かず し

和志
なお

「自ら反 りみて縮 くんば、千万
人といえども吾往かん。」
間違っても意味を私に聞かない
ように。私は数学担当の黒栁です。

たかくら

高倉

とし き

俊輝

数学は間違えてからが理解のス
タートです。間違えると恥ずかし
い？いや嬉しいですよ。まだ学べ
ることがあるのですから。数学を
本当に理解したいのならいくらで
も間違えてもいいのです。

まつばら

松原

まさあき

正明

知性・感性・理性のバランスを
大切にして、物事に取り組んでい
こう。本番では予想外の状況に遭
遇することが少なくない。しかし、
その場面が最もチャンスになるこ
とを我々は知るべきである。

よし え

吉江

ひろふみ

宏文

マイナスからの出発でも自分を
信じて一歩一歩前に進もう。
確かに一つの成功は多くの経験
を必要とするものだけれど、「志
あるところ道あり」だ。１年間、
明るく楽しくガンバロー！
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わた だ

あき お

綿田 晃夫
数学は「定義」からスタートで
す。スタートが曖昧だとゴールに
たどり着くことなく終わってしま
います。分からなくなったら必ず
教科書に戻りましょう。そうすれ
ば、ゴールが見えてきますよ。

国 語

わ

だ

和田

のぶひろ

信大

「唯一生き残るのは変化できる
者である」気持ちだけでなく、生
活、考え方、勉強方法などこれま
での自分をすべて変えましょう。
大学受験に適合し、合格を勝ち取
りましょう。

あ

べ

安部

か

し

香至（論文）

継続は力なり。どんなときもひ
たむきに努力し続けることが志望
大学合格への第一歩です。努力し
続ける受験生を全力でサポートし
ます。

こ いで

小出

りょう じ

亮二

この１年、余裕綽綽されど油断
大敵、勇猛果敢、猪突猛進、不撓
不屈で無我夢中。明鏡止水の心境
をもって、質実剛健、無念無想。
そして来年こそは百花繚乱、それ
を目指して一生懸命。

ないとう

内藤

ほまれ

誉（論文）

現代文は実社会で最も役立つ科
目です。求められるのは思考力。
とにかく考えて考えて考え抜こ
う！ “要領”は簡単には教えま
せんが、“考え方”はジャブから
クロスカウンターまで教えます。

よしはら

とし お

吉原 俊夫（論文）
過去は変えられないが、未来な
ら変えられる。一瞬一瞬の決断、
毎日の累積があなたの未来を作る
のだ。光陰矢の如し——１年間は
長いようで短い。今現在を大切に
して、一歩一歩着実に歩もう。
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さ つか

佐塚

ひろゆき

ね もと

な

つ

荒井

下形

み

奈津美（論文）

踏み出さなければ前へは進めな
い。「一日一歩、三日で三歩。三
歩進んで二歩下がる」。それでも
いいじゃない。それは偉大な一歩
だよ。

み

き

かんばら

美紀

蒲原

この１年間で、解き方だけでは
なく、文章から考えるきっかけや
発見があることも学んでもらえた
らと思います。また、日々の努力
は生涯、皆さんを支えてくれます。
一緒に考え、頑張りましょう。

しもがた

博幸

「国語の勉強の仕方がわからな
い。」これは多くの生徒が口にす
る言葉です。わからないなら私の
ところに来てください。共に考え
頑張ろう。

根本

あら い

み

わ

こ

美和子

我々が日々使う漢字にも由来や
歴史の積み重ねがあります。まし
て、作家が紡いだ言葉には意味深
長な響きがあります。その素晴ら
しさの根源を訪ねる喜びを味わえ
るのが国語ではないでしょうか。

ふる や

古谷

ひろやす

裕康（論文）

大学へ行くことの意味を浪人を
機に考えて。将来、社会はどんな形
になって、その中で君にできること
は何なのか。そこに大学に行く意味
を見出せるといいね。そしたら入る
ための努力を惜しまないで。

いずみ

「ためらうことなど何もないよ。
走れなきゃ歩けばいいんだよ。道
は違ってもひとりきりじゃないん
だよ。」苦しいときは苦しいって
言いながら、後戻りも恐れず、積
み重ねていこう。

た なか

田中

ゆうすけ

祐介（論文）

耳をすまして聞えるのは、君の
ことを待っているものの声。その
想いを裏切らぬように、頑張れ。
「目標がその日その日を支配する」
大きな夢を、たゆまぬ努力を。

みやじま

宮島

ひろゆき

裕之

全てのものには道筋がありま
す。地道にそれをたどることで、
目的地に到達できるのです。最初
はゆっくりと丁寧に、そして慣れ
たらスピーディーに。共に頑張っ
ていきましょう。

こ いずみ

小泉

けん じ

健二

古文はやり方さえ誤らなけれ
ば、楽しく確実に成績を上げるこ
とができる教科です。しっかりと
した古文読解法をもとに、古典文
法や古文単語を仕上げ、必ず得意
教科にしてしまいましょう。

ないとう

内藤

ひさし

央（論文）

私の経験上、最も有効な勉強法
は、予備校のテキストを信じ、徹
底的に予復習し抜いて、暗唱する
ほど学び切ることです。こうして
培った力と自信は、受験場でこそ
天の力として発揮されるのです。

よしざわ

吉沢

ゆ

り

こ

百合子

一見単調にみえる毎日の繰り返
しこそが、大きな力を生む源です。
無色透明な時間を自分色に染めて、
夢に向って突き進んでください。
この１年は停滞の年ではなく、成
長の時と必ずやなることでしょう。

理 科

おおさわ

大澤

とも こ

朋子（物理）

時は流れるものではなく、つみ
重なっていくもの…。これから過
ごす毎日の時のつみ木を、努力の
つみ木を、あせらずしっかりとつ
み重ねていきましょう。投げ出さ
ずにコツコツと…。

ふくしま

ひろゆき

福島 宏幸（物理）
物理がわかるためには、「基礎
知識」と「解法」を習得し、自分
で自然現象を「説明」できるとい
う段階を経る必要があります。さ
あ、いっしょに本物の物理の学力
を身につけていきましょう。

だい く はら

み

大工原

か

美香（化学）

有機化学・物理化学・生物化学
…と、多くの分野に通じている化
学は全ての基礎である。覚えただ
けではその知識を応用できない。
一つひとつ理解しながら一緒に進
んでいきましょう。

たにぐち

ひろ き

谷口 博紀（生物）
生物学の主役はあなたです。個
がいかに世界と区別され、生命活
動を行い、数を増やすのか。ルー
ツは、そしてどこへ向かうのか。
本気の努力を楽しみながら、とも
に目指す場所へ向かいましょう。

まつした

みやさか

宮坂

かず き

和樹（物理）

数式も文章と同じく言語の形の
一つです。論理に従って考える練
習を通して、物理という科目のた
めだけでなく生きていくためにも
不可欠な思考力を一緒に鍛えてい
こう。

みさやか

宮坂

ち ふみ

千文（化学）

化学の計算問題の急所は、モル
と化学反応式です。これさえマス
ターすれば、「鬼に金棒」、「ドラ
えもんに四次元ポケット」です。
この２つを武器にして化学で高得
点を取る方法を伝授します。

まつむら

松村

とし み

敏美（生物）

現在という時を大切に過ごして
下さい。すべての人に平等に与え
られているものは時間です。「あ
せりすぎず、落ち着きすぎず」で。

すぎやま

杉山

よしのり

善則（物理）

解法を覚えるだけでは「思い込
み」や「先入観」で成績が上がり
ません。時には、覚えることも必
要ですが、頭の使い方を鍛えるこ
とが大切です。物理学の思考（試行）
方法を伝えるのが私の仕事です。

やま じ

山地

ひろゆき

宏征（物理）

物理はちょっとだけコツが必要
な科目です。知識の所有ではなく、
知識の活用力が得点を大きく左右
します。知識を活用して問題を解
くその楽しさをお伝えしていきた
いと考えています。

よこやま

横山

せいいち

誠一（化学）

いろいろな反応や現象はそれぞ
れが有機的につながっています。
ひとつの現象でも沢山の切り口が
あります。全体を見ながら部分を
理解し、多角的なものの見方を身
に着けて行こう。

みず の

水野

まさ お

雅雄（生物）

地球上に生存する生物との関係
性を追求すること。それこそ細胞
間組織間の関係から、個体間種間
の関係まで。生命満ちる地球の上
を縦横無尽に飛び回るイメージ持
って、思い切り取り組みましょう！

なかむら

中村

ひでくに

秀州（物理・地学）

【勉強の方程式】
わかった ≠ できる
わかった ＝ わかったつもり
できた → わかった
日々驕ることなく努力しよう！

き うち

木内

のり お

徳雄（化学）

日常生活の現象に疑問を持つこ
と、これが化学のスタートです。
あとは系統的に学習を進めていく
ことができれば入試の化学はバッ
チリでしょう。

さ とう

佐藤

ゆ

か

由香（生物）

生物を理解するためには、各々
の分野の理解のみではなく、総合
的な理解が必要です。有機的関連
をもった知識を身につけましょう。

み やけ

三宅

よしかず

志和（生物）

知識事項は確実に記憶し、理解
しなければ解けない理論は何度も
繰り返して理解する。疑問点を後
に残さないことが何より重要。
『わ
う か
かるから取れる、取れるから合格
るへ！目からウロコの生物学』

はら

ともひこ

原

友彦（物理）

抽象的な形をしている物理法則
を理解するには、それがどんな現
象を表しているのかという具体的
なヴィジョンを描けることが一番
大切です。問題が解けた嬉しさに
出会えるまで、ご一緒いたします。

こ ばやし

小林

ひろゆき

裕之（化学）

自然現象が何故起こるのか、ど
んな法則性や関連性があるのか、
微視的、巨視的に解明研究してい
くよう、常に視野を広く前向きに
考えよう。生徒評「嫌いだった化
学が好きになりました。」

しもだいら

下平

きよ し

清志（生物）

目標があるから、皆さんは今こ
こにいる。生物であり、人間であ
り、そして受験生だから、悩みな
がらも目標に向かって確実な一歩
一歩を踏みしめる。「精出せば凍
ることなし水車」 一年は短い。

こ まつ

小松

あ

さ

こ

亜紗子（地学）

努力した分だけ自分に返ってく
る、勉強ってとてもお得なもので
す！志望校合格のための勉強と同
時に、覚えた１つの知識がいろい
ろな分野と繋がる面白さも、一緒
に学んでいきましょう。

ふみひさ

松下 史久（地学）
「まだまだこんなもんじゃない」
妥協することなく自分の可能性
に挑戦してるヤツって、カッコい
いよな…
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地歴・公民

くろやなぎ

黒栁

わ

か

和香（世界史）

１つ１つ謙虚に取り組みましょ
う。それが、最終的には揺るがぬ
自信へとつながるはずです。支え
てくれる人たちへの感謝の気持ち
も忘れずに。

かたおか

片岡

あきら

晶（日本史）

魅力的な人がたくさんいます。
誰でもいいので、好きな人を見つ
けてみてください。それから、な
ぜこの人は、こんなことをしたの
か、と考えてみてください。あれ
これ考えると、楽しいものです。

かたやま

片山

たけし

剛（地理・論文）

「過去・現在の世界を知る」こ
れが地理の学習にとって大切で
す。地理と同じように予備校では、
過去・現在の己を知り、自分の未
来の「地図」を描くために１年間
コツコツ頑張りましょう。

たかはし

ひであき

高橋 秀彰（公民）
「捲土重来」。この意味は、砂ぼ
こりをまき上げるような勢いで、
もう一度やってくるということで
す。ここで勢いをつけて、再び盛
り返しましょう。

事務・企画
スタッフ

20

からさわ

唐澤

かずひろ

和宏（日本史）

受験生が「はっ」とするような
歴史のつながりをみせたいです。

たつ の

龍野

よしたか

喜孝（地理）

『インパクトのある先生の授業は大スキ
です！』ハイレベル国文（K・N）。『時事
問題についても解説して頂けるので、グ
ローバルな知識・考察力がつき、大変役
立っています。』東大・京大・医進（T・M）。
ようこそ龍野ワールドへ！

み はら

三原

よしひろ

好博（公民・論文）

長くて、一度しかない人生だか
らこそ、自分でしっかり「カジ」
を執っていきましょう。皆さんの
公民パワーアップと小論文ナビが
私の使命。来春はＷＥ ＳＨＡＬ
Ｌ ＯＶＥＲＣＯＭＥ．です!!

うめもと

梅本

み さと

美里

目標に向かって頑張る皆さんを
心から応援します。何かに行き詰
まってしまったとき、ホッとたい
とき、皆さんの“癒しの場”にな
れたらと思っています。

こ まつ

小松

ひろ じ

浩司（世界史・公民）

入試によく出るから重要なので
はなく、歴史上重要だから入試に
出るのである。あせらず、歴史の
流れをしっかりつかんでほしい。

つち や

土屋

まさひろ

政裕（日本史）

１年間諦めず、前を見て進み続
けよう。周りに流されず、自らを
貫き通す姿勢が自分を成長させ、
未来の自分を作る自信になりま
す。不安の中でも全力を尽くすあ
なたを全力でサポートします。

もも せ

百瀬

ひろ み

裕水（地理・論文）

空間を科学する学問が地理。時々
刻々と変化する世界を見つめると、
私たちの知らない「地球の裏側」
もきっと知りたくなるはずです。
さぁ、私と一緒に皆さんも「世界
一周の旅」に出かけませんか。

もりやま

森山

かず き

和貴（公民）

皆さんが今生きている社会とは
一体どの様なものでしょうか？
そのヒントを与えてくれるものが
社会科です。社会科を通し学んだ
ヒント（知識）を武器に、自分な
りの答えを見つけて行きましょう。

お ざわ

小澤

あか ね

朱音

予備学校で勉強する時間は、自
分のためだけに頑張ることのでき
る貴重なものだと思います。良い
時間となるよう、全力でサポート
していきたいと思っています。

たかはし

ゆきみつ

高橋

幸光（世界史・公民）

“念ずれば花開く”
浪人の１年間は天が与えてくれ
た恵みです。その恵みに感謝する
謙虚さを持ち、夢の実現に向けて
ベストを尽くしましょう。そんな
皆さんを全力で応援します。

なるさわ

ふみ お

成沢

文男（日本史・公民）

入試にはいたずらに受験生を惑
わす問題が出題されている。歴史
として大切なことが見えれば、細
部までチェックすべきところがわ
かってくる。授業では「歴史とし
て大切なもの」を教えたい。

あ

く

つ

阿久津

ともひろ

朋大（公民）

受験の１年を、大学へ進学する
ための「仮の１年」だと思わない
でほしい。自分を徹底的にいじめ
ぬいて、一生使えるタフネスを身
につけてほしい。

よこ た

横田

ほそ や

細谷

ともあき

智彰（世界史）

３浪した友人がいる。大学時代の
彼は不器用な男だったが手を抜くこ
とを知らなかった。今、彼は名古屋
で宝石会社を立ち上げて、海外で仕
事をしている。彼と会うと目標があ
る人間は本当に魅力的だと感じる。

ひがしざわ

東澤

おさむ

修（日本史）

僕は、
「実学」という言葉が好きです。
人生に於いて実際に役立つ学問という
意味です。皆さんにとっては「受験勉強」
こそ、今の人生に於いて最も大事な「実
学」だと思います。長い人生の中で、
こんな「実学」を身につけてみませんか。

こ まつ

小松

たかし

崇（公民）

浪人時代、一番ムカつくのは「勉
強しなさい」と何度も言われるこ
とだろう。言われたくなければ、
ヤルしかない。努力の形と結果を
示すこと。それが君達の仕事です。
頑張れ、頑張れ、受験生！

けん

研（公民・論文）

何かがうまくいかない時、解決
のヒントは自分の中にあるもので
す。怠け心はないか、精神は集中
しているか、やり方は間違ってい
ないか…。自分をみつめ直せば、
必ず突破口を開くことができます。

しげ た

重田

ち ゆき

千幸

先生方を信頼する。
周りの方の協力に感謝する。
自分の力を信じる。
―応援しています―

しぶさわ

澁澤

はる よ

春代

「浪人できる幸せ」に感謝しな
がら日々勉強に励んでください。
予備学校で費やす時間、育む友情
は将来の宝物になることでしょ
う。勉強以外のことなら力になれ
ます、何なりと。

と やま

いくまさ

外山 郁薫
みなさんが毎日、先生に質問に
来ている一生懸命な姿を見ている
と、みなさんの本気が伝わってき
て、私もやる気が出てきます。そ
んなみなさんを全力でサポートし
応援しています。

まつ い

松井

ち さと

千里

「夢をつかむその日まで」一生
懸命努力する皆さんの姿に感動し
ています。頑張る受験生を心より
応援します!!

みつ い

三井

としのり

利典

目標に向かって頑張るみなさん
を応援しています。少しでも快適
な予備校生活を送れるようサポー
トします。

む とう

武藤

いち ろ

一路

目の前にある課題に全力で取り組む
ことが目標達成への第一歩です。全力
を出すためにはしっかりと生活習慣を整
えること、また学習環境を確保すること
が大切です。その手助けができればと
思っていますので一緒に頑張りましょう。

よしむら

吉村

ひさ こ

尚子

予備校生の皆さんが快適に勉強
ができるようサポートしていきた
いと思っています。一緒に頑張り
ましょう。
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