
合格者の喜びの声 ～ 浜崎塾・Ａｃｔ進学館でがんばりました！ ～  ※在籍生の一部を掲載しています。 

広島井口高校 合格！ 廿日市高校 合格！ 五日市高校 合格！ 五日市高校 合格！ 広島井口高校 合格！ 
僕は英語が苦手でしたが、先生がわかるま

で教えてくれたおかげで定期テストでいい結
果を残すことができました。受験のとき、浜
崎先生や打越先生のアドバイスもあり、無事
に第一志望の高校に合格することができまし
た。本当にありがとうございました。 

僕は３年生になっても勉強に力が入らず、
ダメ人間になっていました。しかし、そんな僕
でも塾や学校の先生・家族に支えられ応援し
てもらい、最後までなんとか走り抜くことが
できました。支えてくださった方々本当にあ
りがとうございました。 

中学校 1 年生のころから社会が苦手でなか
なか点数が上がらなかったけれど、塾に入っ
た中学２年生のころから少しずつ点数が上が
りました。先生のハードな指導のおかげで受
験勉強を頑張ることができました。ありがと
うございました！高校生科でもよろしくお願
いします。 

入塾当初は成績が悪く、テストの点数も悪
かったのですが、塚本先生の対策授業を受け、
点数を上げることができました。また、小論
文・面接指導対策の授業で、浜崎先生が細かい
アドバイスをしてくださったおかげで選抜Ⅰ
に合格することができました。ありがとうご
ざいました。 

理科が苦手で全然できなかったけれど毎日
語句やその意味を復習することで、できるよ
うになりました。勉強が嫌になるときもあっ
たけれど友達や家族、先生が励ましてくれた
ので最後まで頑張ることができました。 

五日市観音中学校 H.K.くん 廿日市中学校 K.T.くん 五日市観音中学校 N.M.さん 五日市観音中学校 H.N.さん 五日市観音中学校 M.M.くん 

 廿日市西高校 合格！ 広島観音高校 合格！ 広島井口高校 合格！ 広島井口高校 合格！ 
 自分は理科がとても苦手でした。しかし、打

越先生のおかげで分からなかった理科の点数
が徐々に上がるようになり、３年生に入って
も大きく点数を下げることなく無事に合格す
ることができました。分かりやすく教えてい
ただきありがとうございました。 

私は勉強をすることが苦手で中学２年生の
ときに浜崎塾に入塾しました。塾に通い始め
てからは先生方の指導によって実力を伸ばす
ことができました。そのおかげで無事第一志
望校に合格できたことを本当に感謝していま
す。ありがとうございました。 

僕は全く勉強が得意ではなかったのです
が、浜崎塾に入り勉強を始めてからは、今まで
より勉強ができるようになりました。浜崎塾
は先生と生徒の距離が近く気軽に質問するこ
とができました。笑顔で受験を終えることが
できたのは先生方のおかげです。ありがとう
ございました！ 

中学３年生になってから勉強する時間が増
えて大変だったけれど、家族のサポートや塾
の先生の熱心な授業のおかげで合格すること
ができました。なかなか学力が伸びなくて辛
い時期もありましたが、周りの人の励ましも
あって合格できたので、みんなに感謝してい
ます。 

 五日市観音中学校 T.T.くん 五日市観音中学校 S.S.さん 五日市観音中学校 Y.S.くん 五日市観音中学校 M.K.さん 

美鈴が丘高校 合格！ 廿日市高校 合格！ 沼田高校 合格！ 広島井口高校 合格！ 美鈴が丘高校 合格！ 
僕は最初の実力テストでひどい点数を取っ

てしまい、志望校を諦めようと思っていまし
た。しかし、塾の先生方に自分の苦手な教科
を意識して勉強することを教えてもらい、そ
のおかげで苦手な教科も上達しました。今は、
これまでの苦しい勉強を乗り越えた満足感で
いっぱいです。 

元々勉強がとても苦手で中学１年生のとき
は将来が心配でした。しかし、塾で学んでいる
うちに問題がたくさん解けるようになり勉強
が楽しくなりました。どんな質問でも分かり
やすく教えていただいた先生方にとても感謝
しています。 

私は小学校５年生から約５年間浜崎塾に通
いました。浜崎先生や打越先生が分かるまで
丁寧に教えてくださったおかげで、内容を理
解しながら勉強を続けることができました。
また、浜崎先生に選抜Ⅰ対策の実戦練習を何
度も繰り返していただいたおかげで私は合格
できました。本当にありがとうございました。 

僕は中２の冬から浜崎塾に入塾しました。
当初は数学が苦手でとても苦しみました。し
かし、分からない所を浜崎先生に説明しても
らい基礎をしっかりと演習することで解ける
ようになりました。今では応用・発展問題にも
積極的にチャレンジしています。ありがとう
ございました。 

私はコツコツ勉強を続けるのが苦手で、な
かなか提出物を完成させることができません
でした。しかし、塚本先生が最後まで熱心に指
導してくださったおかげで、諦めずに頑張る
ことができました。合格発表で自分の番号を
見ることができ、うれしかったです。 

五日市観音中学校 H.Y.くん 五日市観音中学校 K.S.くん 五日市観音中学校 S.Y.さん 五日市観音中学校 K.H.くん 五日市中学校 T.H.くん 

広島井口高校 合格！ 廿日市西高校 合格！ 

 

五日市高校 合格！ 広島井口高校 合格！ 
私は小論文を書くことが苦手であまり自信

がありませんでした。しかし、浜崎先生に何
度も添削やアドバイスをしていただいたおか
げで、自信を持つことができました。先生方
の支えがあったからこそ合格できたのだと思
います。本当にありがとうございました。 

数学が苦手で全然成績があがりませんでし
たが、塚本先生の対策授業のおかげで少しず
つ点数が上がりました。全然成績が上がらず
辛い時期があったけど、最後まで諦めずに頑
張ることができました。本当にありがとうご
ざいました。 

私は数学・理科・社会が苦手だったのです
が、先生方が熱心に指導をしてくださったお
かげでテストの点数が上がりました。そして 
受験勉強も最後まで諦めずに頑張ることがで
きました。本当に感謝しています。ありがとう
ございました。 

人前で話すのが得意ではなく、面接の練習
に苦戦していました。しかし、塾の選抜Ⅰ対策
授業で浜崎先生のアドバイスや友達の意見を
取り入れることで、スラスラと発言できるよ
うになっていきました。内定通知がきたとき、
今まで諦めないで良かったと思いました。 

五日市観音中学校 T.M.さん 五日市観音中学校 F.M.さん 五日市観音中学校 M.A.さん 五日市観音中学校 I.H.さん 

廿日市高校 合格！ 広島井口高校 合格！ 五日市高校 合格！ 廿日市高校 合格！ 広島井口高校 合格！ 
浜崎塾で学んだことで勉強ができるように

なり廿日市高校へ入学できました。浜崎塾の
先生方は理解できないところを理解できるま
でとことん教えてくれます。また、授業がと
ても面白く、環境も良いので集中して自習が
できます。お世話になりました。 

私は理科が苦手でしたが、打越先生の指導
のおかげで少しずつ成績が伸び、最後には『5』
を取ることができました。国語の古文も浜崎
先生の指導やプリントのおかげで理解するこ
とができるようになりました。合格できて、と
ても嬉しいです。 

国語が苦手であまり点数が良くなかったの
ですが、浜崎先生の対策授業のおかげで少し
ずつ点数が上がっていきました。入試当日は
難しい問題がたくさんありましたが、塾で習
ったことを全て出し切って頑張ることができ
ました。 

私は小論文を書くことが苦手でした。しか
し、浜崎先生の丁寧な指導を何度も受けたこ
とで、入試当日までにしっかりとした文章を
制限時間内に書くことができるようになりま
した。おかげで第一志望校に合格することが
できました。本当にありがとうございました。 

僕は英語が苦手でなかなか英作文が上手く
作れませんでした。しかし、塚本先生の英作文
に対するコツや注意すべきことなどをしっか
りと頭の中に入れておくことで、入試当日に
もスラスラ書くことができました。ありがと
うございました。 

五日市観音中学校 Y.K.くん 五日市中学校 I.K.くん 五日市観音中学校 N.R.くん 五日市観音中学校 I.Y.さん  五日市観音中学校 N.R.くん 

広島井口高校 合格！  広島井口高校 合格！ 廿日市高校 合格！ 美鈴が丘高校 合格！ 
自分は受験勉強を始めるのがみんなより遅

かったので苦手な教科を覚えるのがとても大
変で、受験日が近づくほど後悔する気持ちが
大きくなっていました。でも最後まで先生や
友だちが応援してくれたおかげで合格にたど
り着けました。ありがとうございました！！ 

私は英語が苦手でテストでは高くても８０
点台しかとることができませんでした。しか
し、塾に行き始めてから覚え方や解き方が分
かるようになり、９０点台がとれるようにな
りました。高校でも英語力は必要なので、克服
できて良かったです。ありがとうございまし
た。 

塾の対策授業で勉強したことが入試のテス
トでとても役立ちました。特に理科のテスト
では打越先生のとても緊張感のある授業で
隅々まで勉強したことによって良い結果を残
すことができました。ありがとうございまし
た。 

私は小学生のとき入塾しました。中学２年
生になったころから苦手な理科や数学などの
点数が少しずつ上がり始めたので、とてもや
る気がでました。浜崎先生や打越先生のわか
りやすくて楽しい授業のおかげだと思いま
す。ありがとうございました。 

五日市観音中学校 K.H.さん 廿日市中学校 Y.Y.さん 五日市観音中学校 M.Y.くん 五日市観音中学校 F.K.さん 

広島井口高校 合格！ 廿日市高校 合格！ 広島井口高校 合格！ 五日市高校 合格！  
 僕は英語と国語が苦手で、テストの時間配

分に苦しんでいました。しかし、先生方のア
ドバイスによって克服することができ、本番
では自信を持って頑張れました。浜崎塾の先
生方本当にありがとうございました。 
浜崎塾のみんな！ 
もっとたくさん浜崎塾の宣伝をしよう！ 

僕は面接練習が苦手でしたが、浜崎先生の
選抜Ⅰ対策授業のおかげで、少しずつ話す内
容を自分で考え、人前で話すことが苦手では
なくなりました。入試当日は今まで練習して
きたことを思い出し、精一杯の力を出すこと
ができました。ありがとうございました。 

入試の前の日は大丈夫なのか不安だったけ
れど、塚本先生が授業で問題の解き方だけで
なく、当日の過ごし方なども詳しく教えてく
れたおかげで、自信を持って取り組むことが
できました。受験勉強は早めに始めれば始め
るほど良いということが実感できました。あ
りがとうございました。 

塚本先生の「分からないことを分かるよう
にしないと試験に合格する力が備わらない」
という言葉を聞いて焦りました。しかし、その
おかげで各教科ごとに自分の分からない部分
を分かるようにすることができました。あの
アドバイスがなければ受かっていないと思い
ます。 

五日市観音中学校 M.H.くん 五日市観音中学校 M.S.くん 五日市観音中学校 N.A.さん 五日市観音中学校 N.A.さん 

 

 

    

広島井口高校 １３名 廿日市高校 ６名 五日市高校 ５名 

美鈴が丘高校 ３名 廿日市西高校 ２名 沼田高校 １名 

広島観音高校 １名 工大高校特進(特待生) ９名 崇徳高校特進(特待生) ２名 他 
 

２０２１年度Ａｃｔグループ合格校 

公立高校を第１志望にした在塾生が全員合格しました。Ａｃｔ進学館は開校から４年連続１００％を達成しています。 

Ａｃｔグループは広島市西部・廿日市エリアの公立上位校進学を目指して、
日々学習を進めています。 


