氏名：南光 瑛太

氏名：安部 香里奈

合格中学
・昭和薬科中

合格中学
・開邦中

・昭和薬科中

・沖縄尚学中 ・青雲中 ・弘学館中

・開邦中

・青雲中

合格の喜び

合格の喜び

合格した喜びというより、やっと3年間の努力が報われたんだと
いう、達成感や解放感の方が強かったです。

合格のしらせを聞いても「本当に？」と何度も聞き返すほど信じら
れませんでしたが、合格通知書を見て合格を実感し、うれしかっ
たです。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

夏季講習以降、過去問の復習量が半端ではないです。復習をこ
なせず、その他の宿題が手抜きにならないようにするためにもこ
れをしっかりこなすこと。

授業前プリントや過去問の解き直しを徹底してやること。出された
課題はきちんとやりとげること。その繰り返しが合格につながると
思いました。絶対に合格するぞという強い気持ちを常に持ち続け
ることも大事だと思いました。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

終わってみれば最高の結果を出すことができ大変嬉しく思いま
す。この3年間、親子、先生方と一丸となって勉強した日々は決
して楽ではなかったですが、望んでいた目標を達成したことで、
親子共々大きく成長できました。手厚いご指導、ありがとうござ
いました。

ハードな講座、宿題を最後まで弱音を吐くことなくよく頑張ったと思
います。自分で計画を立て課題に取り組む姿はとても頼もしく、成
長を感じました。最後まであきらめる事なく、努力をかさねて掴み
取った「合格」本当にすごいと思います。とても感動しました。

氏名：野原 幸希

氏名：嘉数 心

合格中学

合格中学
・昭和薬科中

・開邦中

・昭和薬科中

・開邦中

・沖縄尚学中

・弘学館中

・沖縄尚学中

・弘学館中

合格の喜び

合格の喜び

合格したいという自分の願いが叶ってとても嬉しかったです。夢で
はなく本当に受かったのでよかったです。

合格通知を見たとき、びっくりしすぎて何も言えませんでした。で
も、後から実感がわいてきてうれしさで一杯になりました。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

私は勉強は楽しむことが大切だと思います。難しくて解けないと
思った問題でもあきらめないで解いていけば必ずできるようにな
ると思います。新しいことがわかったら勉強が楽しくなります。「絶
対に合格する」という気持ちを忘れないでこれからも頑張ってくだ
さい。

よい結果が出せなくて悔しい想いすることもありましたが、その悔
しさは自分をより強くしてくれます。自分の力を信じて毎日努力を
欠かさず、合格を勝ち取ってください。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

5年生の途中から1年半、大変お世話になりました。習い事と勉強
の両立をスローガンに掲げ、寝る間を惜しんで取り組んでいる我
が子を見ていると、健気であり、不安もありで、心配しましたが、
終わってみれば志望校合格という最高の結果に大変感謝してお
ります。

あっという間の1年でした。いわゆる駆け込み組の我が子も、先生
方の手厚い指導のもと無事合格することができました。面談で「全
部受かりますから志望校へ行ってください」と言われ、親子共に緊
張の糸がほぐれました。先生方には感謝しかありません。
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氏名：豊田 健人

氏名：K ・ F

合格中学

合格中学

・昭和薬科中

・開邦中

・昭和薬科中

・沖縄尚学中

・弘学館中

・興南中

合格の喜び

合格の喜び

終わったあとはとてもホッとしました。結果発表前はドキドキして
いましたが、合格の発表を見たときは、とても嬉しかったです。

私は写真に写るのが苦手ですが、合格通知を見た数日は、とて
も笑顔の写真ばかりで、自分でも驚きました。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

夏期講習から過去問などをやり始めてプリントが増えてきます。1
つ1つファイリングして解き直しがしやすいように整理することが
大切です。また、普段から健康管理をしっかりすることも大切で
す。そして、塾を休まないようにした方がいいと思います。

プリント類が多くなるので整理整頓や置き場所が必要です。また、
お気に入りの道具・場所・時間を見つけるといいと思います。授
業の際は楽しんで受けるのが一番です。関係のない会話だと
思っても案外学びに繋がります。受験校の事も調べておくと安心
できます。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

3年間通じてほとんど休むことなく塾には楽しそうに通えていたこ
とがよい結果につながったと思います。オンラインの環境が悪い
時は個別に対応して頂き塾にはとても感謝しています。コロナで
行事等が削減される中での受験は親子共々大変良い経験とな
りました。

6年生の1学期が始まった頃は、塾の授業について行けるか心
配でしたが、教室の雰囲気がとても良く、受験の直前まで楽しく
通うことができたように思います。子どもが頑張る姿を見て頼もし
く思い、その成長を嬉しく感じることができた1年となりました。

氏名：米須 悠真

氏名：喜舎場 朝道

合格中学

合格中学
・昭和薬科中

・開邦中

・昭和薬科中

・開邦中

・興南中

・池田中

合格の喜び

合格の喜び

・開邦中

算数の問題が難しくて少し不安でしたが、合格したと知ったとき、
うれしさとおどろきと安心のいろいろな気持ちがありました。

今まで学習してきた事や、努力してきた事を出しきり、薬科と開
邦の両方に合格することができ、とてもうれしかったです。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

まずは先生の話をしっかりと聞いて、家で少しでもいいので復習
しましょう。普段から家族や友達の話をしっかり聞いておくと、さ
らにいいと思います。復習も、15分だけなど、しっかりタイムを決
めてやると目標ができてやる気が出てきます。

家での勉強がはかどらない時は、自分なりの気分転換方法を見
つけ、休息することも必要だと思います。そうすると、集中力が保
てるので、問題の解き方を覚えることができます。また、入試の
前日は、リラックスして、早めに寝るといいと思います。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

5年生からの入塾で、当初は難しい内容についていけず、かなり
苦労していました。しかし、毎日コツコツ勉強を続けることで、実
力もついていき、その成長過程が本人の自信にもつながってい
きました。２年間ご指導頂きまして本当にありがとうございました。

塾に通い始めた時期は、学校と塾の宿題の両立が大変そうでし
たが、ガゼットの先生方やお友達に支えられ、本番まで頑張るこ
とができました。送迎やお弁当など、親も一緒に目標に向かって
頑張れた事、大変貴重な経験となりました。

＜3＞

氏名：新垣 孝樹

氏名：山川 ひより

合格中学

合格中学

・昭和薬科中

・ラ・サール中

・開邦中

・青雲中

・昭和薬科中

合格の喜び

合格の喜び

どの中学も「できた」という手応えがなかったので，合格通知を
見たときはとてもうれしくて，1日中上機嫌でした。

合格もうれしかったけど，やっと受験が終わったという喜びの方
が大きかったです。これから通う中学では今まで以上にすべて
を楽しく頑張ろうと思います。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

塾の授業に加えて参考書を利用すると、知識や解ける問題の
数が増えるのでお勧めです。また，間違えた問題は解説を読
んで理解したり解き直しをすることで解けるようになるので，頑
張ってください。

勉強をゲームのバトルだと考え，「問題」という敵に「シャーペン」
という武器で戦いました。「応用問題」というラスボスや「例題・基
本問題」というクエストにチャレンジしながら楽しく勉強していまし
た。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

4年生の途中から入塾しお世話になりました。塾へ行きたくない
ということもなく，楽しそうに通塾させていただきました。あの勉
強量をこなすことで，忍耐力と努力することの大切さを学ぶこと
ができたと思っております。お世話になった先生方に感謝して
います。

4年生の時にお友達に誘われて塾に行きたいと言ったのに5年の
終わり頃にはやめたいと言い出したり，オンライン授業の時は仕
事のため一人ぼっちにしたり，いろいろ心配なこともありましたが
最後まで諦めずに頑張った娘を誇りに思います。次は中学校生
活を思いっきり楽しんでもらいたいです。

氏名：久保田 雛子

氏名：新城 周右

合格中学

合格中学
・昭和薬科中

・青雲中

・昭和薬科中

・開邦中

・沖縄尚学中

・弘学館中

合格の喜び

合格の喜び

合格発表を見たときは、結果が信じられませんでしたが、合格の
ためにつくしてきた努力は無駄じゃなかったのだと実感しました

入試当日になると緊張がこみ上げてきて、思ったように頭が回
らなくなった時もありましたが、三校に合格できてよかったです。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

4、5年生のうちに基礎をしっかりと固めておけば、6年生になって
から問題を解くときなどにとても解きやすくなっていると思います。
4、5年生の方たちは、今の時期が一番大切な時期ですので、基
礎固めをおこたらないことをおすすめします。

社会や理科は暗記したもの勝ちなので、テキストを何度も解いて
徹底的に覚えることが大切です。国語や算数は繰り返し過去問
を解くことがオススメです。でも一番大切なのは弱気にならず自
分を信じて、楽しんで勉強することだと思います。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

入塾から長い期間、受験に対して意欲的でなかった息子が自ら
「合格を手にしたい」という意思を持つようになると成績も上がり、
志望校合格が叶いました。中学受験を経て、たくさん泣き、笑った
けれど全ての事が私達親子の財産となりました。合格おめでとう。

成績が伸び悩んだ時期もありましたが、先生方のポジティブな
声かけや、一緒に努力できる仲間がいたおかげで、最後までや
りきることができました。GAZ生活で身につけた「自己成長」の力、
将来にわたって本人の支えになると感じています。
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氏名：宮城 樹

氏名：江夏 晃

合格中学

合格中学

・昭和薬科中

・開邦中

・昭和薬科中

・ラ・サール中

・青雲中

・開邦中 ・沖縄尚学中 ・青雲中

合格の喜び

合格の喜び

合格と知ったときは、喜びと驚きで呼吸が一瞬止まったようでし
た。これまでやってきた努力が報われたようで、うれしかったです。

インターネットで「合格」という文字を見たとき、最初は信じられな
くて、何回も見ました。後から少しずつ喜びを感じました。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

社会は一問一答で、理科はコンプリーションで覚えれば基本は
出来ると思います。過去問は年ごとに整理し、提出物の期限を
確かめることが大切です。そして、宿題は計画的にやりましょう。
くれぐれも僕みたいにアニメを見て休日を終えることがないよう
にして下さい。

授業中はノートを書くことだけに専念せず、先生の話を聞いて、
理解することが大切です。また、社会や理科は教科書や参考書
を読んだ後に問題を解くとよく覚えることが出来ます。そして、算
数は繰り返し問題を解くといいと思います。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

日頃からマイペースに頑張っていましたが、目標を高く持ってか
らは集中力が増し、成長する姿が見られました。この成功体験
が今後の本人の糧になることを願います。コロナ禍でしたが、生
徒に寄り添っていただいた先生方に感謝申し上げます。

スマホやゲームといった誘惑が多い中、最後まであきらめずに
よく頑張ったと思います。勉強に関しては、息子が先生を信頼し
ていたので、安心して任せることが出来ました。合格という目標
に向かって、息子と貴重な時間を過ごせました。

氏名：藤田 留寧

氏名：玉城 玲依

合格中学

合格中学
・昭和薬科中

・ラ・サール中

・昭和薬科中

・池田中

・開邦中

・沖縄尚学中

合格の喜び

合格の喜び

合格と分かったときには実感がわいてきませんでしたが、入学
手続きをすると本当に志望校へ行けるんだと思い、とてもうれし
かったです。

ホームページに自分の受験番号を入力して、「合格」の二文字が
出たとき、うれしかったと同時にほっとして思わず涙が出ました。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

国語はたくさん読書をすると、模試や試験の文章を楽しく感じら
れました。算数は苦手な問題を繰り返し理解するまで解く。理科
社会の暗記は夜寝る前に覚えて、朝起きてもう一回問題を解く
のが効果的です。本番直前は自分でまとめた時事問題をやりま
した。

授業での○つけをするときには必ずテキストにも正解不正解を
書き込みます。そして翌日か、週末に間違えた問題を復習しま
す。問題を解いて終わりではなく、必ず復習をして下さい。そのと
き、解き方が分からなかったら必ず先生に聞きに行きましょう。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

6年生の年末あたりは、緊張とプレッシャーからか落ち込み気味
でしたが、よく耐えて合格をつかみ取ったと思います。3年間、厳
しく喝を入れながら、ときには楽しい話も織り交ぜて子供たちを
導いて下さった先生方に感謝します。

コロナ禍での受験で様々な不安がありましたが、オンライン授業
zoomでの個別質問対応などで安心して学習に取り組めたようで
す。また、個人に合わせた的確な指導のおかげで、志望校に合
格することが出来ました。ありがとうございました。
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氏名：仲里 翼

氏名：大城 明穂

合格中学
・昭和薬科中

合格中学
・愛光中

・昭和薬科中

・開邦中

・ラ・サール中

・沖縄尚学中

・弘学館中

合格の喜び

合格の喜び

新たな環境でレベルの高い授業を受けることができると考えると、
うれしかったです。

スマホの画面に「合格」と映し出された時は息をのみました。努
力が実って、とてもうれしかったです。がんばってよかったです。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

問題をあまり読まずに答え方を間違えたり、出した答えを書く欄
が違っていたという理由で点数がかなり下がったという事がよく
あったので、残り時間が少なくなってきたら答え方や解答欄を確
認するくせをつけた方がいいと思います。

自習室を利用する時は、集中できるので、なるべく利用した方が
いいと思います。壁にぶつかった時は、自分が志望校に合格し、
通っている姿を思い浮かべるとよいです。やる気がわいてきて、
勉強に集中できると思います。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

合格発表を見た時には、本当に信じられない気持ちでいっぱい
でした。いつまでもマイペースな息子に心配になる事もありまし
たが、彼を信じて応援する事ができ良かったです。学習に関して
は塾まかせでしたが、先生の的確なアドバイスに大変感謝して
おります。

5年生途中からの入塾で、よくついていったと思います。塾の成
績が伸びてきた頃には、授業が楽しいとワクワクした顔で通うよ
うになりました。目標を同じくする友人や学習を支える生活習慣
も獲得できた環境に感謝しています。

氏名：下地 莉子

氏名：新崎 奏人

合格中学

合格中学
・昭和薬科中

・昭和薬科中

・開邦中

・開邦中

・沖縄尚学中

合格の喜び

合格の喜び
もしかしたら落ちるのではないかと合格発表まで不安でした。合
格と知った時には、安心とうれしさで思わず叫んでしまいました。
（笑）

「合格」を知った時、すぐに実感がわきませんでしたが、何度も
見返すうちにニヤニヤが止まりませんでした。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

今まで勉強してきたノートやプリント類をためておくと、入試直前
に見返した時に「自分はこんなに頑張ったんだ」と自分の努力を
信じることができ、最後まで頑張ることができると思います。

まずは志望校の問題を数年分解き、そこの学校の問題の科目
や形式、難易度などの傾向を知ります。それをリストアップし、過
去問で正答率の低かったものなどをとにかく解きまくる！という
ように進めましょう。このように復習も大事ですが宿題は絶対し
ましょう。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

受験勉強一年で、よくここまで追いつけたと思います。分からな
い事だらけでスタートしましたが、「全て先生に教えてもらう」の
姿勢で取り組んでいました。勉強と遊びの切り替えが上手く、楽
しんで勉強している姿を見て、応援する側も嬉しかったです。

毎日コツコツと積み重ねた努力が実って、親として本当に嬉しく
思いました。目標を達成できた事は、今後の自信に繋がっていく
と思います。合格おめでとう！
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n
氏名：濱元 良心

氏名：岸本 佳克

合格中学

合格中学

・昭和薬科中

・開邦中

・沖縄尚学中

・興南中

・昭和薬科中

合格の喜び

合格の喜び

受験をした学校すべて受かるとは思ってもいませんでした。合格
通知が来たときはうれしかったです。

本当に合格するとは全然思っていませんでしたが、合格通知を
見て、とてもうれしかったです。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

算数は入試でも得点の差が出やすいと思うので算数は基本問
題をノートに書いたりしてくり返し解いていました。また算数以外
で暗記するものはノートに書いたものを見ていました。これだと
いつでも復習ができるのでおすすめです。

先生の話はしっかりと集中して聞いて、宿題などの出された課
題は期限内におわらせることです。復習をするときは、塾でやっ
た問題をもう一度やったり、似たような問題をしましょう。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

算数が伸び悩んでいましたが、入試直前にやっと手応えを感じる
ようになりました。週4日の塾通いに文句も言わず頑張った成果
だと思います。家族全員で応援した甲斐がありました。そして先
生方の粘り強いご指導ありがとうございました。

5年生の4月から合格まで、ご指導ありがとうございました。ガ
ゼットに通うことで、苦手科目の克服方法と得意科目をさらに得
意にできたと考えます。何よりも、継続して取り組み、自ら結果を
出す経験ができたことが最大の成果でした。ありがとうございま
した。

氏名：前浜 遼空

氏名：川満 百合子

合格中学

合格中学
・昭和薬科中

・開邦中

・昭和薬科中

・沖縄尚学中

・開邦中

合格の喜び

合格の喜び
合格という文字を見た時は信じられなくて何度も確かめました。
でも、合格したんだと確信した時は涙が出てきました。

webでの合格発表で合格通知を見たときは今まであきらめない
でがんばってきてよかったなと思いました。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！
まず、先生の解説をよく聞いてからノートに自分がわかりやすい
ようにメモすることです。次に、暗記系の問題は友達と楽しく覚え
るように工夫すると簡単に覚えられます。最後に、いろいろな人
とテストの点数を勝負するとやる気が出るのでおすすめです。

家では、プリントの整理や苦手な所をノートにまとめたりする事
で、克服できると思います。暗記科目の社会や理科は苦手な所
をノートにまとめるといつでも見直しができて効果的です。算数
は、塾でやった過去問を何度も解くとできるようになります。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！
不安やプレッシャーの中、本当によく頑張りました。テストの結果
を見て落ち込んだ時期もありましたが先生の的確なアドバイスを
頂き実践した結果、合格する事ができました。先生方やクラスの
皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ
いました。

6年生からの入塾でした。今からでは遅いと思いましたが、何も
しないで初めから諦めるのは嫌だとの本人の強い希望により、
応援する事にしました。言葉通り毎日熱心に、楽しそうに通塾し
ていました。先生方の手厚いサポートもあり合格できたと思いま
す。
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氏名：比嘉 心春

氏名：山内 葵

合格中学
・昭和薬科中

合格中学
・球陽中

・昭和薬科中

・青雲中

・青雲中

合格の喜び

合格の喜び

テストが終わってから結果がどうなのか不安でしたが、合格した
とわかったときは嬉しすぎて何度もジャンプしていました。

合格通知を見た時はあまり実感がわきませんでしたが、合格後た
くさんの人達から祝福の言葉をもらい実感がわきました。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

次の各教科のポイントをおさえて勉強すると効果的だと思います。
①国語、過去問の解説を読み込む。②算数、問題のパターンを覚
える。③理科、過去問を解いて問題の傾向をつかむ。④社会、教
科書だけでなく新聞やテレビなどメディアを活用して知識を広げる。
みなさん頑張ってください。

復習をしっかりするといいです。まず国語は解いた文章を何度も
読み、答えを考えること。理科と社会は教科書や問題の解説を
読み込むこと。算数は人に説明できるくらいまでしっかり解くこと。
あとは体調に気をつけて頑張ってください。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

入塾当初は泣きながら宿題をし、授業についていくのに必死だっ
た子が、塾で理解できる楽しさや面白さを知り、「必死に学ぶ」から
「積極的に学ぶ」姿勢へ。娘から新しいことを知る嬉しさや分から
ないことが分かる喜びが伝わり、諦めずに続けて良かったと思い
ました。

志望する中学に合格できたのは、熱心に指導して下さったガゼッ
トの先生方や周りのサポートのおかげです。ありがとうございま
す。中学受験を通して身につけた自己管理や学習習慣を大切に
し、これから様々な事にチャレンジしていってほしいと思います。

氏名：浦野 ほの加

氏名：比嘉 愛

合格中学

合格中学
・球陽中

・球陽中

・池田中

・球陽中

・池田中

・沖縄尚学中

・興南中

合格の喜び

合格の喜び

周りの人や家族のサポートがあってここまでこれたので、期待に
応えられるか不安でしたが合格できたのですごく嬉しかったです。

テストでは緊張して受かっているか心配していましたが、自分が
志願していた学校に受かっていたので安心しました。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

6年生になると大事な単元が多くなるので、習った問題を復習す
ることが一番大切だと思います。受験が近づいてきたら、国語や
算数の復習ではなく、理科や社会などの短時間で覚えることが
できる科目を解くといいと思います。

宿題をサボってしまうと取り返すのにすごく時間がかかり大変で
す。宿題をやる習慣をつけましょう。また、「早寝早起き」で規則正
しい生活を心がけましょう。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

入塾当初は授業についていけず夜遅くまで父親と一緒に勉強をし
ていましたが結果は出ず。先生に相談すると「関わることをやめて
ください」とのこと。それからは自分で質問し解決し授業に集中で
きるようになり「勉強が楽しい」と！殻を破ったね。これからどんな
翼を広げるのか楽しみだね。先生方に深く感謝申し上げます。

次女の愛の受験が終わり、正直ホッとしています。愛は末っ子で、
上の二人は希望する中学に進学しており相当なプレッシャーが
あったかと思います。最後は過去問を繰り返し行い、希望する学
校を射止める事が出来ました。本当によく頑張ったと嬉しく思い
ます。
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氏名：與那嶺 りりあ

氏名：宮城 一心

合格中学

合格中学

・昭和薬科中

・球陽中

・昭和薬科中

・沖縄尚学中

・青雲中

・弘学館中

合格の喜び

合格の喜び

志望校に合格して嬉しかったですが、入学した後が心配だった
ので安心は出来ませんでした。

野球と勉強の両立しながらの挑戦だったので合格通知を見たと
きは、優勝したときのように嬉しかったです。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

私が受験勉強でとても大事だと思ったのは、一度勉強したことを
忘れないようにすることです。そのために、自分で今日勉強した
ことや過去問をまとめるノートを作り、毎日見て繰り返し覚えるこ
とをおすすめします！

過去のテストなどは積極的に復習することと先生の言うことを素
直に聞くことが合格への一番の近道だと思います。国語力を上
げるにはたくさん本を読み漢字を繰り返し練習することです。受
験の時は自信を持ってのぞんでください！

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

双子での受験挑戦、心配なことも多々ありましたが、二人で切磋
琢磨してよく頑張ってくれました。私たちの世代では考えられま
せんが、二人とも楽しく塾に通っており、良い先生、仲間に出会
えたことが一番の収穫だったと思います。本当にありがとうござ
いました。

知らない間にどんどん学力が付き、親がついていけないレベル
まで上がってしまったことに、嬉しさやたくましさを感じております。
全て自主的に考え計画を立てて受験に挑んだことに価値があり、
将来社会に出たときに役立つと思います。

氏名：仲村 日向

氏名：島袋 杏

合格中学

合格中学
・昭和薬科中

・球陽中

・昭和薬科中

・球陽中

・球陽中

・沖縄尚学中

合格の喜び

合格の喜び

努力しはじめたのが6年の中頃と遅かったので不安でしたが、合
格という文字を見たときこれまで頑張って良かったと思いました。

入試前のテストの結果が悪くて心配だったので、合格と聞いたと
きは、本当に信じられませんでした。とても嬉しくて何回も飛び跳
ねました！

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

塾などでやったプリントは間違えたところを何度も見直すと良い
と思います。また、テストの結果が悪くても落ち込まずに、どこが
分からなかったのか、これからどうしたらよいのかを考え復習し、
コツコツ勉強することが大切です。

授業がない日でも自習室を開けてもらい、勉強をすると集中でき
ます。算数のような演習問題を解くときは間違えた問題や、分か
らない問題に印をつけて何度も解くことを繰り返すと力がつくの
で、ぜひやってみてください！

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

塾の先生のアドバイスを元に、夏休みに苦手分野をスモールス
テップで取り組んだことで力が付いたと思います。志望校に合格
できて、本人も喜んでいます。親身なサポートに感謝いたします。

目標を立て、一生懸命に努力し結果を出せたことは良い経験で
あり、これからの人生に大いに役立つと思います。そして学ぶこ
との楽しさを教えていただきました先生方、本当にありがとうござ
いました！
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氏名：上原 武才

氏名：古謝 心礼有

合格中学
・昭和薬科中

合格中学
・球陽中

・昭和薬科中

・球陽中

・ラ・サール中

・沖縄尚学中

・青雲中

合格の喜び

合格の喜び

合格できるか分からなかったけど、「合格」の文字を見たときは
安心して、モヤモヤしていたのが一気に吹き飛びました。

球陽の通知を見た時は、ホッとしました。また薬科や青雲など
web上で合格の文字を見て、よしっというくらいうれしかったです。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

まず、分からない問題やその類題を解いたり、先生に聞いたりな
どして自分の苦手なポイントをしっかり押さえておくといいと思い
ます。それに、学校ごとに過去問のファイルを作って何度も見直
し、覚えるもので点数をかせげるようにしたらいいと思います。

算数は、計算の速度と正確性を上げることや、普段使う式を応
用して裏技を見つけたりして楽しむことも大切です。どの科目も、
次の単元などの部分を読んでおくと、理解度が格段に高まります。
あと、過去問をして、その学校の傾向をつかむことも大切です。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

目標を持ち、自分はこうしたいんだという自分自身でやろうと決
めた挑戦をあきらめず最後まで取り組んだ成果だと思います。よ
く頑張ったなと思います。苦しさや厳しさもあったと思いますが、
自分の心に向き合い頑張る気持ちを持続させる力を大切にして
ください。

コロナ禍の受験で大変な時期でしたが、最後までよく頑張ったと
思います。信頼できる先生や仲間達と共に、受験に向きあって切
磋琢磨した日々は、とても良い経験になったと思います。受験を
通して親も子も成長できました。ありがとうございました。

氏名：笹野 創介

氏名：宮里 心琉

合格中学

合格中学
・昭和薬科中

・開邦中

・昭和薬科中

・球陽中

・沖縄尚学中

・弘学館中

・沖縄尚学中 ・弘学館中 ・池田中

合格の喜び

合格の喜び

「あそこ間違えたかな？」と何度も不安になりましたが、全ての学
校に受かることができて、とてもうれしかったです。

両親や親せき、先生の笑顔が見られたことが何よりもうれしかっ
たです。このまま気を抜かずに上へのぼっていきたいです。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！
通常のノートの四分の一ほどの大きさのメモ帳を使って自分の
苦手な所の内容をしっかりまとめることは、とても効果的です。ま
た、算数では計算力、国語では読解力をきたえることはとても重
要です。試験本番の日には、緊張しても焦ってはいけません。

自分は理科や社会などの暗記をするものが苦手だったので、暗
記カードを移動中などのスキマ時間に使っていました。何度もく
り返しやると、どんどん覚えられます。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

模試の結果に不安になることもありましたが、自身の苦手課題を
見つけ、克服しながら試験本番までよく頑張りました。同様に頑
張ってきた新しい仲間と共に、これから始まる中学校生活をおも
いきり楽しんでもらいたいです。

入塾した頃は難しさに泣きながら宿題をする姿に何度も心が痛
みましたが、合格通知をいただく度に、息子の喜ぶ顔に感動をも
らいました。まだ幼い子供の試験に向かう姿に親の方が成長さ
せられます。先生方のご指導とそれを信じて疑わない息子の勝
利だと思います。
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氏名：天願 陽葵

氏名：安木 心南

合格中学
・昭和薬科中

合格中学
・球陽中

・昭和薬科中

・弘学館中

合格の喜び

合格の喜び

webで合格という文字を見て、信じられずに、受験票の受験番号
とwebの受験番号を何回も見ました。

webでの合格通知で、「合格」の文字を見たときは本当かどうか
信じられなくて、何度もそのページに入り直しました。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

プリントは、もらった日に整理しないと大変になるので整理した方
がいいと思います。また、自習室が使える日は、家より集中でき
るし解らないところを質問できるので使った方が良いです。頑
張ってください。

受験が近くなったら自分の苦手な科目より、得意な科目や好き
な科目をやったほうがいいと思います。また、塾に行くまでの時
間など少しの時間で単語カードを活用したらいいです。ねる前に
5～10分ほど授業の復習をして朝、確認することもオススメです。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

家より塾の方が集中できると6年生の時には毎日自主的に通い
学習をしていました。受験に挑戦することで自分の力を試す楽し
さや達成感を味わえたと思います。その自信はきっと将来の財
産になるでしょう。先生にはご指導頂き感謝申し上げます。

マイペースな性格で直前まで危機感がなく、見ているこっちがハ
ラハラする程でしたが、先生のサポートもあり、合格の2文字を
見る事ができました。この経験を自信にして、中学校でもいろい
ろな事にチャレンジしてください。改めて合格おめでとう♡♡

氏名：橋本 優之介

氏名：宮城 航志郎
合格中学

合格中学

・球陽中

・球陽中

合格の喜び

合格の喜び
合格通知が届いた時は、この日の為に頑張ってきて良かったな
と思い、涙が込み上げてきました。先生、ありがとうございました。

合格という結果を知って、喜びと興奮のあまり体がふるえてしま
いました。この感覚は経験したことのない最高の感覚でした。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

モチベーションの上がる言葉や、曲の歌詞などを紙に書いて、
机の前にはっておけば、やる気がでない時に見て、「頑張ろ
う」ってなると思います。成績が落ちた時には、元気が出る音楽
などをきいて気持ちをリフレッシュすれば、集中して勉強に取り
組めると思います。

一度第一志望校に行って”合格すれば自分はこの学校に通え
るんだ”とモチベーションを保ちながら受験勉強してきました。ま
た、自分なりの作戦や計画を立てて勉強に励むとより効果的で
す。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！

第一志望校であった球陽中学校1本に目標を定め合格目指して
頑張ってくれました。この2年間、たった1度も弱音を吐く事なく勉
強してきたあなたに家族一同感服しています。優之介！本当に
おめでとう♡

受験までの道のりは山あり、谷ありでしたが最後までくじけず、
よく頑張ったと思います。その努力が実を結んでくれて本当によ
かったです。合格おめでとう。先生方のご指導、励ましにも感謝
します。ありがとうございました。
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氏名：原田 幸

氏名：照屋 結愛

合格中学
・昭和薬科中

合格中学
・開邦中

・昭和薬科中

・球陽中

・沖縄尚学中

・ノートルダム清心中

合格の喜び

合格の喜び
過去問では合格ラインぎりぎりのことが多かったので、自信があ
りませんでしたが、合格できてうれしかったです。

web発表画面の「合格」の文字を見てうれしかった。両親が泣い
ている姿を見て、もっとうれしくなった。

後輩へメッセージ！

後輩へメッセージ！

受験勉強に集中できないときや、思うように模試の点数が取れ
なかったときは、合格したときのことをイメージしました。合格する
ために今を頑張っているんだ、と自分に言い聞かせました。試験
本番間近に塾から届いた先生方からの受験の心得書は、必ず
読んだ方がいいです。周りはカボチャと思え、が印象的でした。

早寝早起きをするなど、生活リズムを整えることです。その他に
も、合格体験記に書いてあることを実行するのもいいと思います。
役に立つので、時間があれば読んでみてください。そして実行で
きることは実行してみてください。

ご父母からのメッセージ！

ご父母からのメッセージ！
コロナ禍の受験で感染が心配でしたが、オンラインコースだった
ので、リスクが減らせる安心感がありました。夕食も家族そろっ
て温かいご飯を食べられるのもメリットでした。他の塾生の空気
感を共有できなかったことに不安はありましたが、先生方のあた
たかく熱心なご指導で合格をいただけました。

小6からオンラインコースに変更となり、学習環境が整わない、
孤独な中での受験勉強で、不安が大きかったのですが、よく頑
張ったと思います。長時間机に向かって勉強する姿勢、集中力
には感心しました。先生方の温かいご指導とサポートに感謝い
たします。

今年もたくさんの合格の声が届きました！しかし、栄光の陰には第一志望校に通らず、悔しい思いをした子たちもいます。中
学受験で人生が決まるわけではなく、受験を通してこれからどう過ごしていくのかが重要です。様々なプレッシャーや不安と
戦いながら全力で挑んだことは、皆さんのこれからの人生において、かけがえのない財産になるはずです。みなさんの中学
生活、今後の人生がより良く送られるよう願っています。
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