2018 年度

サンライズ小幡校

卒塾生の声

卒塾生、本当にたくさんの温かいコメントありがとう！今年は夏から仲間になった生徒も多かったですが、それぞれの第 1 志望校合格へむけ、一丸とな
って進むことの出来た学年でした。春日井高校の愛知県合格者最低内申の更新、そして入塾時内申２９からの旭丘合格、学年順位ベスト１０入賞、入塾
時偏差値４７からの明和高校合格などなど今年も多くの伝説が生まれました。それぞれが入塾してどう変わったのか、受験を通じてどう成長したのか、
子供達の生の声をぜひお聞きください！次は君たちが伝説を創る番です！一緒にがんばろう！
K くん 春日井高校進学！

栄徳スーパー文理特待生他合格

【春日井高校の愛知県合格者最低内申を更新！！夏から入塾で内申+５！】

Z さん 明和高校進学！
【入塾時、小学生学力テスト偏差値４7 からの大逆転！】

中 3 の 1 学期の内申点は、２６しかありませんでした。中 3 の夏からサンライズ 家ではほとんど勉強しなかったけれど、先生たちの熱心な指導のおかげで定期テ
に入ったら内申点が一気に５も上がり、無理だろうと考えていた志望校にも合格 ストでは 2 位を 2 回もとれたし、第 1 志望の明和高校に合格することができまし
できました！サンライズの先生の授業は解りやすく、面白かったのでいつも集中 た！もしサンライズに入っていなかったらどうなっていたか･･･入塾したときに
できました。そして課題の量も多かったのですが、こなしたら学校の順位がみる 学力の低かった私をここまで育てて下さってありがとうございました。ここに通
みる上がってきました。今までサンライズで勉強に関することを教えてもらった って心底良かったと思います！考えて解く、その習慣をつけてもらったおかげで、
からこそ合格までこぎつけたのだと思います。本当にありがとうございました。

とても図形が大好きになりました！ 先生が自分の図形の解き方を理解してくれ
たことが本当に嬉しかったです。ありがとうございました。

K くん 旭丘高校進学！ 愛知高校他合格
【入塾より学年順位９７位→6 位、内申２９→４２！なんと+１３！！】
僕は入塾した時には英語の三単現や数学の方程式も分かっていませんでした。し

N くん 菊里高校進学！ 愛知選抜、名城特進合格
【中 3 冬期からの入塾で内申+1】
僕は中３の冬期講習から入塾という短い時間でしたが、学年末でも内申を１あげ

かしサンライズの先生方が丁寧に教えてくださったので、克服することができま ることができ、本当にこんな短期間で実力がつくとは思いませんでした。今まで
した。数学に至っては小学生と共に授業を受けることで、おろそかにしていた小 父に質問をしたり、教えてもらっていたりしていましたが、あまり時間もなく細
学生範囲を徹底的に復習することができました。一緒に勉強してくれた小学生、 かいところまで理解できていませんでした。サンライズに入って自分の甘さも確
本当にありがとう！塾生の皆で励ましあい、ライバルとして意識しあえるサンラ

認テストでしっかりと認識することができ、効率的に勉強をすることができるよ

イズ。本当に最高の塾だと思います。ここまで育ててくれてありがとうございま うになりました。毎日の勉強のリズムを作ることができたので、もっと早く入る
した！！

べきだったと心底思います。最高の指導を受けられる塾。それがサンライズです。
皆も早く入った方がいいよ！

F くん 菊里高校進学！ 春日丘啓明特待生、中京特進合格
【中 3 では 5 回の定期テストで 4 回学年 1 位！】

N さん 旭野高校進学！
【中３の夏から入塾で内申+2！】

僕は一番行きたかった菊里高校に合格することが出来て、本当に嬉しいです。小 1 年生のときから目標にしていた高校だったので、合格できてとても嬉しいです。
学校の時からサンライズに入りましたが、入塾して間もなく、塾長に自分は賢く 私はサンライズに入る前、それまでの成績がガタ落ちし、旭野高校への進学を諦
ないと言われました。当時自分は結構できる方だと思っていたのでとてもショッ

めかけていました。そんなとき、サンライズと出会うことができました。夏期講

クでした。そこから僕は必死に勉強し続けました。そしてその結果、本当の学力 習では確認テストや宿題の多さにびっくりし、最初は確認テストも全然ダメで、
を手に入れることができたのだと思います。自分の意識の持ち方で、未来はどう 塾に行くのが辛くなったときもありました。ですが夏休みが明け、内申やテスト
にでも変えられます。言われてやる勉強ではなく、自分から学ぶことは本当に大 の点数が上がり始め、勉強をするスイッチが入ったのだと思います。今思えばそ
切だと今、つくづく思います。サンライズはいつでも勉強できる環境があります。 れが合格への秘訣だったと思います。最後の最後まで力を身につけ、合格へ導い
ぜひ皆さんもサンライズで自分の未来を変えてください！応援しています。

てくれたのはサンライズです。本当にたくさんのことを教えていただきありがと
うございました！高校に行っても、頑張ります！

H さん 西春高校進学！ 愛知高校、聖霊高校合格
【入塾時から内申+6！】

R さん 旭野高校進学！ 椙山高校、春日丘特進合格
【入塾時から内申+5！】

行きたい高校に合格することができてとても嬉しい！私は志望校を決めるのが遅 私は 1 年生の時、旭野高校に入りたくて全県模試に志望校として書きました。で
く、目標がないままこれまで勉強してきたが、サンライズで先生たちと色々な話 も合格率は 30％･･･絶対に入れないと思っていたけれど、合格することができま
が出来たお陰で志望校を決め、目標に向かって勉強することができました。何よ した。とても嬉しい！正直信じられないです♪毎日質問してばっかりだし、泣い
りも小幡校に入ってよかったと思うことは、とても面白いのに、悩んでいたら声 てばっかりの 3 年間だったけど、勉強もメンタルもすごくレベル UP することが
をかけてくれて相談にのってくれ力になってくれた先生方と、いつも元気で明る できたと思います。いつも先生が言うことがテストにたくさんでる。サンライズ
く一緒に勉強していて楽しい仲間に出会えたことです。本当にありがとう！小幡

の通常授業は本当に役に立ちました。高校でも努力を怠らずに次の目標に向けて

校！！

頑張ります。

K くん 旭野高校進学！ 名城高校、名電高校合格

H さん 瑞陵高校進学！ 愛知、中京特進他合格

【入塾から内申+４！ 学年順位 20 位以上 UP！】

【最高学年順位 4 位獲得！ 入塾時から内申+５！】

第 1 志望の高校に合格できてとても嬉しいです！正直僕は合格できるかとても不 自己採点した後とても不安だったので、合格できて本当に嬉しいです！サンライ
安でした。でもサンライズはとても解りやすい授業で、どんな質問でも丁寧に教

ズは先生方が優しく熱心に教えてくださるので、頑張ることができました。私は

えてくださり本当に感謝しています。夏期講習、受験対策での確認テスト、宿題 数学が苦手でたくさん質問をしましたが、丁寧にわかるまで解説してくれるので、
はとても大変でしたが、頑張って乗り越えたおかげで合格を勝ち取れたと思いま よかったです。先生にはいっぱい迷惑をかけたけど、私は他の誰よりもサンライ
す。高校でもここでつちかった学習習慣を継続して頑張っていこうと思います。 ズの先生方を愛し、信頼しています。ホリベファミリーで本当に良かった！これ
本当にありがとうございました。

からも数学の質問をしに行くので、宜しくお願いします！！

J くん 菊里高校進学！ 愛知高校他合格

R さん 名東高校（国際英語）進学！ 中京高校他合格

【入塾後に学年順位 10 位入賞！内申+1】

【入塾時から内申+1】

第 1 志望校に合格できるかとっても不安だったとき、サンライズに入塾して勉強 ずっと行きたかった名東の制服を着られることになったのはサンライズ小幡校の
の自信をつけることができました。質問に熱心に答えてくれる先生たちのおかげ 先生方のおかげでしかない！勉強だけでなく、英語のスピーチや国語のディベー
で第 1 志望校に合格できたと思います！サンライズに入って一番良かったこと トなど学校の提出物まで細かくアドバイスをしてくださったお陰で、内申点 UP
は、長い勉強時間が確保できることと、集中する力が身についたことです。1 つ や大会の出場にも繋がりました。勉強の土台を作ってくれ、進路の相談に何度も
のことに集中できる力は色々なところで役立ちました。そんな力を身につけられ 親身にのってくださった先生方に感謝です！小幡校の仲間たちにも感謝でいっぱ
るサンライズに入れて良かったです。今まで本当にありがとうございました！

い。大好き！みんな本当に仲良くて、勉強も共有して、こんなに最高な塾は他に
はない！！行きたくないと思ったことは一度もないです。本当にありがとう！！

M さん 中京高校進学！

A さん 愛知高校選抜進学！

【入塾時から内申+5！】

中京高校合格

【入塾時から学年順位 20 位 UP！、ベスト 10 に 3 回！ 内申+1】

第 1 志望の高校に合格できて、本当に嬉しい！私は小学校の時から 4 年間お世 私はサンライズに入るまで、一切勉強をしていませんでした。今回受験した高校
話になりました。私はもともと日本語の使い方があまり上手ではなく、理解する も、以前は全く考えられない高校･･･こうして進学することができて本当に良かっ
のに時間がかかるので、毎日その日にやった授業の内容を質問しにいきました。 たです。私は習い事を続けながら受験勉強をしていたので、塾にこれない日もあ
頭の回転が遅くて授業についていけない･･･何度も自信を失ってへこたれそうに ったり、追試をためてしまったりしてしまいましたが、そんな私にも丁寧にフォ
なったけど、その度にモチベーションをあげて、支えてくれたこと、普通の人な ローしてくださり、皆に追いつくことができました。内申が足りず、第 1 志望の
らわかるような質問を丁寧に教えてくれたこと、今ではいい思い出です（笑）受 高校には合格できませんでしたが、高校ではここで培った勉強習慣を継続して、
験を通じて、少しは常識ある人間になれたかな？高校では全国大会目指して部活 もっと勉強していきます！サンライズに入って本当に良かったです！
に全力に取組みます！色々な面で育てていただき、ありがとうございました。
A さん 旭野高校進学！ 愛知高校他合格

S さん

名電高校進学！

私は中 3 の途中からサンライズに通い始めました。受験に対しての知識が少なか 第 1 志望の高校に合格できて嬉しい！サンライズに入って学校の順位がめちゃく
ったのですが、授業や質問のときなどにたくさんのことを学ぶことができたので、 ちゃ上がった。特に数学は 50 位以上あがったよ。数学でしょうもないミスをす
本当に良かったです。受験勉強に対して意識が薄かった私にとって、周りが本当

るとホリベ T にいじめられたけど（笑）数学は本当に好きになった。おかげで難

に一生懸命勉強している姿はとても刺激的でした。第 1 志望校に合格できてとて しい問題でも長時間椅子に座って問題を解けるようになったよ。集中力が上がっ
も嬉しいです！短い時間でしたが、色々なことを教えていただき、ありがとうご た気がする。サンライズで受験勉強できて人生たのしかったよ。
ざいました。
K くん 愛知高校選抜進学！
【入塾時から内申+5、学年順位 25 位 UP で学年 2 位！！】

A くん 栄徳高校特進進学

至学館合格

【入塾より内申+4、学年順位 60 位 UP！】

毎日長時間の勉強は辛かったけどサンライズに入って自分から勉強することが多 勉強は勉強道具だけでは始められません。勉強できる場所。自分を支えてくれる
くなった。普段の授業でも、色々な学校のライバルと誰が一番初めに解けるか、 親や友達。解らない所を質問できる先生。これらが揃って初めて勉強できるとい
緊張感を持って楽しみながら授業を受けたことがいい思い出です。難しい問題を えることをサンライズに教えてもらいました。このどれかが欠けていたらきっと
いろいろ考えて解くこと。そのトレーニングで考える力が身についたと思います。 合格できなかったし、勉強はただの作業になっていたと思います。だから勉強で
最後の学年末は 2 位！第 1 志望校に合格できたし、先生たち本当にありがとうご きる場所を作ってくれたサンライズに感謝しています。ありがとうございました。
ざいました。
G さん 桜花高校進学 春日丘合格
サンライズの授業は、先生と生徒の距離が近くて、本当に質問がしやすかったで

S さん

瑞陵高校進学 愛知、春日丘他合格

【学年順位ベスト１０入賞！】

す。聞いたことをすぐ忘れてしまう私にも毎回丁寧に教えてくださったので、苦 『受験』のための勉強をしていないまま迎えた中 3。少人数で個別指導もあるサ
手な数学や英語の点数が上がって、すごく嬉しかったです！年号とか四字熟語を ンライズに入りました。内申も足りず、志望校としてかなり挑戦となる高校も掲
覚えるのが大変すぎたけど、内申も２こ上がったし、役に立ったのでちゃんとや げましたが、多くの宿題や確認テストを繰り返しているうちに自信が持てるよう
っといてよかったです。本当にわかりやすくて面白い授業をありがとうございま になりました。質問にも丁寧に解りやすく応じて頂き、本当に感謝しています。
した！また質問にきまーす！

慶応の補欠合格で気持ちの切り替えが上手くできなかった反省を次の高校生活に
活かしていきたいです。本当にありがとうございました。

Ⅰくん 春日井南高校進学

市邨特進合格

【入塾時から内申+4！】

F くん 瀬戸西高校進学 市邨特進、春日丘合格
【入塾時から内申+3！】

すごくうれしい。うれしすぎて変な人みたいになってしまう！僕は夏にサボりす 今まではただ長く勉強するというより、ただ長く椅子に座っていたという感じだ
ぎて、追試が気づいたときには 40 個以上たまりまくった。とんでもない数をや った。しかし、目標が明確になった夏休みからは、勉強をやらないと間に合わな
り始めたとき、心が折れそうになってしまった。しかし、僕は追試をやり続けた。 いというあせりが芽生えてきた。そして、これまでの勉強では考えられないくら
そうしたら、定期テストで色々な教科の点数が上がり始め、やる気が湧き上がっ いかなり充実した夏休みを過ごすことができた。そのおかげで夏休み後の定期テ
てきた。僕はこの追試を通じて、メンタルや成長する嬉しさを学ぶことができた。 ストでは、20 位、内申も 2 個上がるなどはるかに良い順位をとることができる
そんな僕は自分から一度不合格になった追試をやり直したりするようになった。 ようになりました。目標を持って勉強することの大切さを実感しました。私立対
今回の合格は大量の追試があってそれを乗り越えたからこそ得られたのだと思

策では今までで一番頑張って勉強したので、本番ではいつも以上の力を出すこと

う。
「努力は裏切らない」昔の僕からは決して出てこなかった言葉だけど、後輩た ができたけれども、合格することができなくて正直悔しいです。しかし、この努
ちに送りたいと思います。ここまで頑張れたのは、精神的に辛かった僕を支えて 力は絶対これからの人生に役立つと思います。高校でもこの悔しさを胸に頑張り
くれたサンライズの仲間、そして先生のおかげです。ありがとうございました。

たいです。今までお世話になりました。ありがとうございました！

K くん 名電高校進学

A さん 名城高校進学

【入塾時から内申+4！】

【入塾時から内申+2】

第 1 志望校に合格できて、これまでで一番嬉しい！！サンライズに入ってから、 第 1 志望校に合格できてほっとひと安心。サンライズに入って勉強時間がもの凄
勉強することが苦にならなくなり、勉強を楽しむようになった。考えることをや く増えた。入塾した時からは考えられないくらい数学ができるようになった。先
めていた発展問題にも強くなり、苦手だった教科が少しずつ出来るようになって 生と将来の夢について面談して本当に良かったと思います。日本語が苦手で、読
いったのは本当に嬉しかった。この塾は最高でした。先生たちと別れるのは寂し みや発音がわからないことが多くて大変だったけど、無事合格できてよかったで
いですが、これからも頑張ります。今までありがとうございました。

す！これからもいろいろ頑張ってください。

K さん 至学館高校進学

H さん 愛知商業進学 市邨高校合格

【入塾時から内申+2】

第 1 志望校に合格できて、サンライズに入ってよかったです！私は中学三年生の

第 1 志望校に合格できてうれしい。夏期講習の追試がたまり、2 学期は地獄だっ 途中まで塾に通わずに生活をしていました。そのため家での学習時間はほぼゼロ
たけど、2 学期だけでも内申が３つ！サンライズに入って本当に成績が上がった。 でした。サンライズに入った直後は皆に合わせて勉強するのが正直少し大変でし
私は家で勉強机に向かうと、これまですぐ眠くなっていたけど、サンライズに入 た。確認テストも多く、追試になることも多くありましたが、やったらやったぶ
って睡魔に勝てるようになりました。集中力がついたと思います。難しい学校の んだけ身につくんだなとサンライズに入って知ることができました。本当はお休
過去問にも取り組み、解りやすい解説で理解できたおかげで、自分の学校の過去 みなのに自習室をほぼ毎日空けてくれ、受験を支えてくださった先生方には感謝
問でも臆することなく取組むことができたと思います。今までありがとうござい しかありません。今までありがとうございました。
ました。高校でも頑張ります。

