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合格者の声 

 

祝合格 茨木高校（文理学科） 

 解説が分かりやすく、ところどころに先生の小話が入っていて、

とても楽しかったです。授業には「退屈な時間」が無く、いつもた

くさんの学びを得ることができました。いつでも何回でも質問を

スムーズに受けつけてもらえたことや、質問に対する先生の解説

が分かりやすいことが良かったです。また、自習室の居心地も良

かったです。駿台・浜学園からは、高校受験のテクニックだけでな

く、これからにもつながる勉強の仕方を学ばせてもらいました。 

 

K･Mさん（豊中市立第十四中学校卒業） 

 

 

 

祝合格 茨木高校（文理学科） 

 駿台・浜学園に入る前は他塾に通っていたが、少人数授業で文

理学科を目指す塾であり、何より一人一人の生徒に対して熱い思

いを持っている先生方に強く心を惹かれたため入塾した。先生の

授業の質が全教科とても高く、さらに入試の傾向を細かく分析し

リードしてくれたため、合格を勝ち取ることができた。最後まで、

志望校への背中を押し続けていただいたからこその結果だと思

う。 

 

K･Mさん（高槻市立芝谷中学校卒業） 
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祝合格 北野高校（文理学科合格） 

大人数での授業より少人数が良かったというのと、体験授業に

来たときにクラスの雰囲気がよかったところが入塾のきっかけで

す。自由にとる教科を決められるのもよかったです。分からない

ところをほったらかしにしないで、理解できるまで解説してくれ

るところがよかったです。いろんな知識を短い授業時間の中でた

くさん吸収させてくれるところが、実力があがるきっかけだった

のかなと思います。毎日みんなよりプラス５％がんばるぐらいの

気持ちを持っておくと良いと思います。さぼらないというよりか

は、人よりちょっと多くやっておこうと思うと、自然と継続できる

と思うので、がんばってください!! 

 

A･Nさん（豊中市立第三中学校卒業） 

 

 

 

祝合格 茨木高校（文理学科） 

 親に体験授業を受けてみるように勧められ、授業を受けてみる

と、すごく面白くてもっとこんな授業を受けてみたいと思ったこ

とが入塾のきっかけ。勉強面はもちろん、精神面でもサポートし

てもらえたことや、自習室を気軽に使えることが良かった。すごく

有意義で楽しい時間を過ごせた。 

 

S･Aさん（豊中市立第四中学校卒業） 
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祝合格 豊中高校（文理学科） 

 たくさんの人が自習室を使って、先生に質問していることが良

かったと思います。先生と一対一で面談する機会もあって、自分

が何をすれば良いか分かり、さらにはそこで、最後まで話し合っ

てもらえることも良かったと思います。入ることに少し不安もあ

ったけれど、ここまで来られて良かったです。入って良かったなと

思います。 

 

H･Mさん（茨木市立養精中学校卒業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験生スタート、始まりの春。 

 

駿台・浜学園の、高槻校・緑丘校が新規開校!! 

コロナウイルスが流行。 

学校が休校になるなど、戸惑いも多かった。 

 

そんな中で始まった、受験の 1年。 

受験生になるには、まだ時間が必要だった。 
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祝合格 豊中高校（文理学科） 

 いろんな塾を見た上で、自分の性格と駿台・浜学園のスタイルが

合っていると思い入塾しました。授業で行うテストは本番に近い

形で受けるため、テストに慣れることができたり、本番へのモチベ

ーションにもつながったりしました。入塾当初、本当に行きたい高

校に行けると思っていませんでしたが、いろいろな経験をこの塾

でできました。先生方のサポートにより、あこがれの制服に身を

つつみ、春を迎えられました。本当にありがとうございました。 

 

M･Aさん（豊中市立第四中学校） 

 

 

 

 

祝合格 大手前高校（文理学科） 

 公立入試に特化した対策をして下さったので、入試に落ち着い

て臨むことができて良かったです。個人面談が多くあり、また受

験校を決定する際にも個人的な相談に乗って下さって良かった

です。さらに、先生方が自分の苦手分野などを細かく把握してい

て、的確なアドバイスを下さったのが良かったです。もっと早くか

ら駿台・浜学園に入塾して、先生方の指導を受けておけば良かっ

たなと思いました。 

 

T・Kさん（茨木市立茨木東中学校卒業） 
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祝合格 池田高校（普通学科） 

 少人数制で先生と生徒との距離が近く楽しくやれると聞いたの

と、前の塾で先生に質問ができる環境がなかったことが入塾のき

っかけです。勉強をするのが嫌にならないくらい授業が面白かっ

たです。また、いつでも質問ができるし、丁寧に対応してくれると

ころも良かったです。全教科、今まで受けたことのないくらい楽し

い授業でした。 

 

T･Kさん（豊中市立第十八中学校卒業） 

 

 

 

 

 

 

祝合格 北野高校（文理学科） 

誰一人見捨てずに、全力を注いでくれるところが良かったです。

途中で心が折れかけ塾をやめようかと思いましたが、先生の諦め

ない気持ちに後押しされ、たて直すことができ、北野へ合格する

ことができました。駿台・浜学園で猛特訓したからこそ、合格する

ことができたと思います。ありがとうございました。 

 

N･Hさん（豊中市立第五中学校卒業） 
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祝合格 春日丘高校（普通学科） 

 先生たちが全員熱心に授業をしてくれたり、相談にのってくれ

たりしたことと、他のどの塾に行っても絶対受けられないなと思

うほど、分かりやすく面白い授業をしてくれたことが良かったで

す。この環境の中で勉強ができ、その環境に励まされて勉強がで

きたと思います。もっと早くから駿台・浜学園に入って本格的に

勉強を始めていれば良かったと思いました。 

 

S・Aさん（高槻市立第二中学校卒業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏期講習を機に、受験モードの夏。 

  

最後の大会を迎えた部活生。 

大会が中止になるなど、心残りもあった。 

 

少しずつ受験生になっていく中で、 

入試範囲の変更などもあり、 

コロナ禍の受験を不安に思った。 

 

 



8 

 

 

 

祝合格 豊中高校（文理学科） 

 先生たちがただ解説するのではなく、自ら考えて直すことが多

いので、分からないところがなくなりました。生徒一人一人の質

問などに熱心に対応してくれるので、確実な実力をつけることが

できると思います。塾の先生を活用して、もっと質問などをして

苦手をなくしていけば良かったと思いました。 

 

M・Aさん（豊中市立第十一中学校卒業） 

 

 

 

 

祝合格 茨木高校（文理学科） 

 他の塾に比べ、少人数で授業が行われるので、私にはぴったり

でした。自習室の席がひとつずつ区切られていて、静かなところ

も入学の決め手となりました。自習室に行くと同じ学年の子たち

が熱心に勉強していたので、それが刺激となり、自然と頑張ろう

という気持ちになれました。公立入試の直前期に「いつもどおり

やれば大丈夫」と言ってもらったのがとても心強かったです。本

当にこの塾に通えて良かったです。 

 

H･Tさん（吹田市立第三中学校卒業） 
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祝合格 大手前高校（文理学科） 

 それぞれの苦手に合わせての補習や、休み時間や自習時間に先

生に質問に行ったところ、とても分かりやすく丁寧に教えて下さ

ったことが良かったです。英検の面接練習も親身になってたくさ

ん教えて下さったことが良かったです。今年はコロナの影響で、

高校の文化祭など行事の見学ができなかったため、早いうちから

学校見学などに参加しておくと良いと思います。決して簡単な学

校ではないけれど、努力はいつか必ず報われます。だから、努力

を厭わず目標に向かって頑張ってください。応援しています。 

 

T・Mさん（豊中市立第十四中学校卒業） 

 

 

 

祝合格 茨木高校（文理学科） 

 母が塾を探している時に、駿台・浜学園を見つけました。体験授

業を受けてみて、少人数制で一人一人をしっかりと指導してくれ

ることを実感でき、入学することにしました。いつでも質問しに行

きやすい雰囲気があるところが良かったです。自分が納得するま

で質問に答えてくれたので、問題への抵抗感が少なくなり、自信

にもつながりました。個性豊かな先生たちの授業のおかげで、楽

しく授業を受けることができました。 

 

M・Yさん（豊中市立第十七中学校卒業） 
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祝合格 茨木高校（文理学科） 

 生徒と先生との距離がとても近く、全体で合格へと向かう方針

が素晴らしいと感じます。また、自習室を完備しているのが良い

と思います。自習といっても、先生が教えてくれたり生徒同士で

教え合ったりして、学びの力を向上させているのがとても良い点

だと感じます。 

 

S･Tさん（茨木市立平田中学校卒業） 

 

 

祝合格 豊中高校（文理学科） 

 少人数なので、授業に参加しやすい雰囲気がとても良かったで

す。先生方が生徒一人一人に、一生懸命に対応して下さったこと

や、自習室を活用して勉強できたことも良かったです。悔いの残

らないようにやり切ってください!! そうすれば、笑って春を迎え

られるはずです!! 

 

A・Mさん（豊中市立第十三中学校卒業） 

 

 

本格的に勉強を始め、焦りだした秋。 

 

部活動などを引退し、 

受験に向けて本腰になった。 

 

模試や過去問を解く中で、周りとの差が見えてきて、 

大丈夫なのかと焦り始めた。 
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祝合格 千里高校（国際文化学科） 

 少人数制ということもあって、塾で教えている先生のほとんど

が自分のことを親身になって進路相談に付き合ってくれます。一

人一人に対する進路指導や相談を手厚く行ってくれ、最後まで自

分の行きたい高校に行かせようと努力してくれました。また、先

生が空いている時は、分からないところを親身になって分かるま

で側で説明してくれました。最後の最後まで、私のことを親身に

なって考えて下さりありがとうございました。駿台・浜学園の講

師陣の方々に出会えて、本当に満足しました。 

 

I・Nさん（豊中市立第十六中学校卒業） 

 

 

 

祝合格 北野高校（文理学科） 

 先生との距離が近くて少人数だというところに魅力を感じて入

学しました。難関であるＣ問題で、確実に点を取るためにどこを

おさえるべきかなど、攻略を丁寧に教えていただけたところが良

かったです。それぞれの時期に、何をすべきかを明確にし、授業し

ていただけたところもとても良かったです。勉強だけでなく、勉

強のやり方まで教えていただけたことに、とても感謝しています。

高校でも生かしていこうと思います!! 

 

A･Uさん（茨木市立西陵中学校卒業） 
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祝合格 豊中高校（文理学科） 

 少人数授業を実施しており、先生に対して質問がしやすい環境

であったことが入塾のきっかけです。先生方が、何度も質問対応

に応じてくれたことや、模試の結果をふまえて今すべきことを的

確にアドバイスしてくれたことが良かったです。学校や駿台・浜学

園での授業を大切にし、自習室をしっかり活用すれば、勝ち抜く

ことができます。頑張ってください!! 

 

I・Dさん（豊中市立第十四中学校卒業） 

 

 

 

祝合格 茨木高校（文理学科） 

 先生がただ淡々と解説をするのではなく、自ら解法を考えて、

授業の中で解説をすることが良かったです。入試当日のプレッシ

ャーの中でも落ち着いて解法を考えることができました。とにか

く質問がしやすい!! 勉強の内容の質問だけでなく、勉強の仕方

や、各高校の特徴を文理学科設置校や難関公立高校を卒業した

クラスリーダーに聞くことができ、志望校を決めるのに役立ちま

した。 

 

T･Aさん（茨木市立養精中学校卒業） 
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祝合格 豊中高校（文理学科） 

 中学一年生の時に通っていた塾を辞め、親が駿台・浜学園を見

つけたことが入塾のきっかけでした。体験授業で先生の熱い気持

ちが伝わり、この塾で頑張り、公立に合格するという思いがあっ

て入学しました。駿台・浜学園の授業はとても丁寧で、先生がしっ

かりと質問に答えてくれることが良かったと思います。そして、他

の生徒が一生懸命勉強し続ける様子を見て、自分も勉強を続け

られたことも良かったです。また、「やり直しの方法」を学べたこと

や、どの教科の先生も授業で「今、何をすべきか」を話してくれる

ことが良かったと思います。 

 

N・Tさん（高槻市立第四中学校卒業） 

 

 

 

 

 

全てが不安だった、ラストスパートの冬。 

 

志望校を決める時には、 

先生や親と真剣に向き合って話し合った。 

人生は常に選択と隣り合わせ。 

これからの道を決める、大きな決断だった。 

 

結果を見て不安を感じつつも、 

走り抜けるしかないと覚悟を決めた。 
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祝合格 茨木高校（文理学科合格） 

 先生方は、問題を解くことを通して伝えることを絞り、個々で理

解しようとする姿勢を作る授業を展開してくれます。このことに

よって、確かな基礎力と応用力がつき、効率良く学力を伸ばせる

ようになっていて良かったと思います。質問にすぐに対応してく

れ、自習勉強の面で多く支えてもらったことが良かったです。ま

た、模試や演習の結果を見て、取り組み方のアドバイスをもらい、

迷わず勉強できるようにしてくれたことも良かったと思います。 

 

K・Sさん（高槻市立第八中学校卒業） 

 

 

 

 

祝合格 池田高校（普通学科） 

 一人一人が授業に積極的に参加しやすい雰囲気だったので、取

り組みやすかったです。質問したときに分かりやすく、丁寧に教え

てくれました。記述の問題で、一人一人の回答を見て、採点してく

れるのでとても良いと思います。一人一人の先生がとても接しや

すく、塾に行くのが楽しかったです。 

 

H・Aさん（豊中市立第四中学校卒業） 
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祝合格 北野高校（文理学科） 

 少人数制だったので、先生が生徒一人一人の成長具合や状態を

把握してくれていて、的確な指示をもらえることができました。先

生が自分にとって身近な存在だったので、ちょっとした相談も気

軽にすることができ、一般の塾のイメージより楽しい存在となっ

たことも良かったです。第一志望に合格できたのも、ここまで頑

張れたのも、先生の支えがあってだと思っています。 

 

S･Kさん（箕面市立第四中学校卒業） 

 

 

 

 

祝合格 茨木高校（文理学科） 

 この塾の良いところは言うまでもなく、全てにおいてプロフェッ

ショナルな講師陣だ。双方向型のアクティブで分かりやすい授業

が展開され、一切退屈しなかった。それによって、各単元において

深い理解ができた。どんな時も側で生徒を支え、どんな時も全身

全霊で授業をしてくださった先生のおかげで、私は笑って春を迎

えることができた。 

 

Y・Tさん（豊中市立第十五中学校卒業） 
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祝合格 箕面高校（普通学科） 

 説明会に行き、ここでなら頑張れそうと思ったから。先生の教え

方が上手なだけでなく、授業の構成がとても良いと思った。自分

がやりたいと思ったことを、全力でサポートしてくれる先生の熱

意が合格につながったと思った。また、先生方が自習室を開放し

てくれたり、対策プリントを用意してくれたのも良かった。先生方

のおかげで、勉強に対する姿勢や考え方も変わった。 

 

S・Yさん（豊中市立第十一中学校卒業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

色々な不安の中、受験が近づけば近づくほど焦りを感じ 

不安に心が押しつぶされそうになったこともあった。 

 

それでも、先生や共に学ぶ校舎の仲間、家族に支えられ 

最後の最後まで諦めずに走り抜けた。 

 

先生を見つけては質問を繰り返す日々、 

心が挫けそうになっては家族や仲間に励まされ、 

努力と成長を積んだ時間になった。 



17 

 

保護者の声 

 

 

 

 

安易な成績向上テクニックではなく、本質的な勉強の土台

作りから教えて下さるので、確実に勉強の実力がついてき

ます。高校合格がゴールではなく、その後のことも見据えて

指導頂けるので安心です。 

 

 

家の近隣に大手塾や個人塾もありましたが、本人に体験

させたところ、即答で「先生の熱量が違うので駿台・浜学園

に入塾したい」とのことだったので、お世話になることにな

りました。その都度の成績に合った指導をして下さったおか

げで、やる気を保ち続けることができました。単純に、塾生

の数だけではなく、受験で不安定になる気持ちに寄り添って、

きめ細やかな指導をしてくれる塾を選ぶことが大事だと思

いました。 

 

 

先生方の説明が分かりやすいというのが一番の印象です。

授業についていけるのかという不安から始まりましたが、娘

が勉強することに前のめりになっていくのが分かったから

です。駿台・浜学園は、先生方の目がしっかり届いている点

がとても良いです。子どもたちもお互いに刺激を受けて、み

んなで頑張れる塾だと思います。 
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他塾に通っていましたが、雰囲気や先生が合わず、駿台・

浜学園の評判を聞いて、転塾を促したことがきっかけです。

入ってみると、アットホームな雰囲気が、本人に合ったよう

です。少人数なので、家族のようなチームで頑張る印象です。

一人一人の進度に合わせて指導して下さり、とても親身に

向き合ってくれました。 

 

 

とにかく元気があり雰囲気のいい印象です。突然伺って

質問しても、時間を作って相談していただき有難かったです。

志望校も本人の性格を踏まえた上でアドバイスいただき、安

心できました。学校の勉強だけでは補えない部分もあるの

で、塾での学びも大事だと思いました。 

 

 

 部活との両立が出来るのか心配でしたが、最後までやり切

ることが出来たのは、本人にとって塾が勉強するだけでなく、

先生や他の生徒と交流できる楽しい場所だったのだろうな

と思います。秋以降は、ほぼ毎日自ら進んで塾に行く姿を見

て、駿台・浜学園を選んで良かったなと思いました。難関公

立高校合格に向けたノウハウを持っておられ、それを詰め込

みではなく一人一人の状況に合わせて丁寧に指導頂いてい

る印象です。 

 

 

娘のことで相談すると、その日のうちに娘とも話をして

くれるスピーディーな対応でした。各教科の講師の方も一人

一人の成績を把握して下さり、すぐに相談にのってくれると

ころが心強かったです。 
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  『駿台・浜学園に行けば、勉強したくなる環境がある』とい

う印象でした。家で勉強したくない日にも、塾に行けば「仲間

が勉強している」「どんな疑問にも答えてくれる先生がいる」

「一つの問題にじっくり向き合ってくれるクラスリーダーが

いる」。娘にとっては、塾というより“勉強したくなる居場所”

だったと思います。 

 

 

何より生徒本人の身になって考えてもらえます。単に合格

者実績を上げようとする機械的な指導ではなく、学ぶことが

楽しいと思えるような授業をして下さいますし、生徒一人一

人にしっかり向き合って進路も考えて下さいました。数ある

塾の中で、我が子に合った塾を探すことは難しいと思います

が、何より信頼できる先生との出会いが大切だと思いまし

た。息子は、駿台・浜学園に入り先生方に会えて、本当に良

かったと言っていました。 

 

 

 他塾でしたが、生徒の数が多くあまりやる気が出ませんで

した。少人数で先生方が素晴らしく、やる気が出るという話

を聞き、本人の意思で入塾させていただきました。少人数で、

一人一人の対応が丁寧だった印象です。英検もギリギリま

で対策をしていただき、二級に合格することができました。

また、子供が質問などしやすい環境でした。オンライン授業

も一方通行ではなく、対話しながらだったので、やる気が失

われることなく勉強することができました。大人数の一方通

行の塾ではなく、少人数で一人一人のことを見ていただけ

る駿台・浜学園は、目標に向かって真剣に努力する子にとっ

て良い環境だと思います。 
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少人数のクラスなので、先生の目も行き届き、生徒一人一

人の長所・短所を知った上で、上手く声かけをして下さいま

した。また、説明会の情報量（分析等）も多く、的確だったの

でとても良かったです。 

 

 

何より子供がやる気になるようになりました。先生たちが

熱心に指導して下さいます。大勢の中の一人ではなく、一人

の生徒に対してきちんと向き合って指導していただいたこ

とは、本当によかったと思います。 

 

 

一人一人の生徒を、先生方がしっかり見て下さり、心から

応援して下さり、その子に合った対応をして頂ける印象で、

安心できました。先生方はとても親身になって、常に心から

応援して下さいます。心が折れない様に、ずっと最後の最後

まで見守って頂けて、すごく大きな力となりました。駿台・浜

学園は、子供に自信を持たせて支えて下さいました。 

 

 

※「合格者の声」は、合格者のうちの一部の声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 

 


