
膳所高校
渡邉  康介さん

京進に通っている人は
モチベーションが高い
人が多く、「自分も頑張ろう｣とやる気にな
りました。だから自分から積極的に自習室
を使って勉強できたと思います。京進の特
色対策では普段よりも難しい問題の解き方
を教えてもらい、小論文の練習が何度もで
きたので、入試本番でもしっかり書くこと
ができました。

合  格 膳所高校
小林  優斗さん
京進の良いとろは、と
にかくたくさんの解き
方や知識を教えていただけるところです。
学校や自分一人だけで入試に臨むのは限界
があります。しかし、京進では多くの問題
を解くことができ、先生の解説も丁寧なの
で、基本的なことはもちろん、応用問題へ
の対応力も身につけることができました。
質問も親切にしてもらったので、質問しや
すかったです。京進でよかった！

合  格

膳所高校
渕畑  拓未さん

日曜特訓やプライムゼ
ミで各教科の記述形式
の問題や応用問題の練習ができたので、役
に立ちました。入試では得意教科でいつも
どおりの実力が出せたことと苦手教科の時
間配分が上手くできたので、合格できたと
思います。それと、京進の模試が何回もあっ
たので、試験の雰囲気になれることができ、
入試当日も緊張しないで試験を受けること
ができたのもよかったと思います。

合  格 膳所高校
佐竹  和紀さん

日曜特訓では、レベル
の高い問題に触れる中
で、複数の基礎事項を組み合わせる力や、
さまざまな考え方を知ることができまし
た。また、同じ教室で他の生徒と一緒に授
業を受け、競い合えたので、やる気が高ま
りました。京進の先生はほめる指導を実践
されているので、現状に満足することなく、
向上心を持って勉強できたので、実力を高
め、志望校に合格できたと思います。

合  格

膳所高校
扇  幸太郎さん

入試では記述問題など
知識を元に「考える力」
が必要になると思います。京進では「考え
る力」を向上させる講習がたくさんあるた
め、それらを存分に活用しました。おかげ
で入試当日は難しい応用問題も解くことが
できました。京進で「考える力」をつけた
ので合格できたと思います。また先生方の
丁寧な質問対応や赤本の記述問題の添削な
ど熱心に指導していただいて感謝しており
ます。ありがとうございました！！

合  格 膳所高校
里見  しのさん
京進のおかげで内申点
の点数がとても高いレ
ベルになりました｡また､文章力も身につけさ
せていただいたので、国語が得意になり、小
論文もスラスラと書けるようになりました。
模試では成績表返却のときに、よかった点と
今後の課題の克服をアドバイスしてくれ、
WEB 解説があったので、動画を見て模試を
復習できたのはよかったです。また、赤本の
問題を丁寧に添削してくださり、本当にお世
話になりました。ありがとう！！

合  格



膳所高校 細川  拓人さん合  格

京進に入ってよかったことは、先生方が
徹底した指導を行ってくださるところで、
普段から勉強する習慣がついたことです。
また、京進の特色模試は、入試問題に似
ているので、入試本番の対策を立てるこ
とができたところです。受験勉強はつら
いことがありますが、必ず報われると信
じて京進で頑張って欲しいと思います。

膳所高校 北川  晟滋さん合  格

「優しい」「熱心」「わかりやすい」という
三拍子そろった先生は京進ならではと思い
ます。また、無駄に大量の宿題を出さずに
定期テスト前になると、テスト対策の授業
もしてくれるので、部活との両立もでき、
学校の内申点もしっかり取ることができま
した。入試前は忙しいのに丁寧に添削して
くれてありがたかったです。高校部もある
京進は先輩もいい人でアドバイスもくれる
し、先生も良い。「人」の京進だと思います。
京進でよかったです！

膳所高校 中村  康臣さん合  格

小学校から京進に通っていましたが、宿題
の他にもいろいろな問題を解かせてもら
い、受験生になってからは、より実戦的な
問題を解かせていただいたので実力が上が
りました。また、京進の模試は年間で何回
もあり、入試本番の雰囲気に慣れることが
でき、良質な問題ばかりなので、復習する
としっかりと実力アップにつながりまし
た。そんな京進で知り合った仲間や先生と
受験に臨めてよかったです！

膳所高校 内林  航平さん合  格

京進の模試で自分の弱点を発見し、「目標
に向かってどうすればいいか」が、わかっ
たのは大きかったと思います。わかるまで
丁寧に教えてくれる先生と競争できる仲間
がいた京進で難問にもチャレンジしながら
自分を高めることができたので合格できた
と思います。時間は限られているので、京
進で有効に時間を使い、合格目指して頑
張ってください！

野田  雛乃さん合  格

京進の模試で順位が出るところは私にとっ
てとても役に立ちました。それは私の前に
何人いるかがわかると、「少しでも前に進
まなければ」と、やる気になり、実際、順
位が上がると、さらに頑張ろうと思えたか
らです。模試は教科ごとや単元ごとに詳し
い分析結果が出るので、自分の弱点がわか
り、弱点を克服することで実力が上がりま
した。模試の問題もわからないところは先
生がわかるまで教えてくださったので、復
習しやすかったことも大きかったです。

膳所高校 野田  雛乃さん合  格

膳所高校 谷口  富喜さん合  格

京進の模試はたくさん回数があるので､受
けるごとに「勉強しなければ」とやる気に
つながりました｡また､普段通っている校舎
の人たちはレベルが高いので刺激を受けて
いたのもモチベーションが上がったと思い
ます｡京進の先生はいつも優しくほめてく
れるので､受験勉強のやる気を維持するこ
ともできました｡おかげで学校の内申点も
良い点数を取り､志望校合格もできました。
ありがとうございました！



膳所高校 西村  春人さん合  格 膳所高校 久家  彩奈さん合  格

日曜特訓やプライムゼミの最初の回は問題
が難しく全然解けませんでした。でも、回
を追うごとに解き方がわかるようになり、
以前はあきらめていた問題にも手をつけら
れるようになりました。先生方のわかりや
すい解説と、解説のあとしっかり復習して
少しずつ解ける問題を増やせたからだと思
います。コツコツ努力すると良い結果を出
せることがわかってよかったです。

京進の模試はとにかく入試問題によく似て
いました。問題の形式はもちろん、問題用
紙や解答用紙の大きさなど、本番によく似
た雰囲気と問題形式で入試までに何回も受
けることで入試当日がよくイメージできま
した。おかげで実際の入試当日はそれほど
緊張することもなく、ふだん通りの実力を
出せたおかげで合格できたと思います。

膳所高校 柴野  愛菜さん合  格

合格できた勝因は、京進の先生が生徒の
ことを思って信じてくださっていること
です。成績が下がって落ち込んだ時は励
ましてくださり、「次は頑張ろう」と思
えました。また、わからない問題の質問
にも理解するまで教えてくださり、先生
の熱意が伝わりました。クラスの雰囲気
もよく、みんなで団結して頑張れたので
入試への不安を持つことがなく勉強を続
けることができました！

膳所高校 川島  伝華さん合  格

京進の良いところは、勉強に本気になれる
最高の環境が整っていることです。同じ目
標を持つ仲間やわからないことはわかるよ
うになるまで付き合ってくれる、気さくで
頼れる先生方など「人の環境」が本当によ
かったです。また、日曜特訓では難しい問
題にひたむきに向き合う力をつけさせてい
ただきました。素晴らしい環境で勉強でき
たことは一生の宝物になりました。みなさ
ん本当にありがとうございました！

膳所高校 大森  みのりさん合  格

京進の模試は、特色だけでなく一般選抜や
私立向けなど入試問題の傾向に合わせた問
題が出題されるので、とても参考になりま
した。模試を受けて実力を確かめるだけで
なく、模試が終わったあとに解き直しをす
ることで入試対策になりました。日曜特訓
では、難しい問題の解き方だけでなく、考
え方や実際の入試での時間配分のほか、自
分の知識を応用する力も伸ばしていただい
たと思います。



藤田  淳平さん

合格できたのは、苦手な問題を徹底的に
解き直して克服したので、どんな問題に
も対応できる力が身に付いたからだと思
います。京進の日曜特訓では、発展的な
問題をたくさん解かせてもらったので実
力を高めることもできたのがよかったと
思います。京進の先生にはいつも親身に
サポートしていただいたので、自信を持っ
て入試に臨めました。ありがとうござい
ました！

岸本  遼太さん

京進の模試を何回も受けることでケアレ
スミスが減りました。また京進の先生は
僕の進路について真剣に考えてくれ、サ
ポートしてくださったので、安心して受
験勉強に取り組むことができました。先
生方のサポートがあったからこそ、合格
できたと思います。自分を信じて赤本を
何度も解き、京進の先生を頼れば合格で
きると思います。

荒川  蓮旺さん

受験勉強をしていると、不安に思うことも
ありますが、そんなときでもひたすら問題
を解き続けることで実力もやる気も上がっ
てくると思います。京進では日曜特訓の問
題をくり返し解き直し「どこが間違ってい
るか、なぜ間違えたか」を確認できたので、
難しい問題が解けるようになったし、難し
い問題もあきらめずに解こうという意欲を
育てていただきました。

市原  来望さん

京進の日曜特訓は自分のレベルや志望に
合わせたコースが選べるし、普段見たこ
ともない問題に触れることができたので、
いろんな問題の解き方を身につけること
ができました。また、同じ志望校の人が
たくさん集まるので、志望校に合格した
いという気持ちが高めて勉強できました。
おかげで入試当日は「これだけやってき
たから大丈夫」と自信を持って問題を解
けました！

杉澤  凌央さん

入試までに何回もある京進の模試は自分の
実力を定期的に確認できるだけでなく、志
望校以外のレベルの高い学校への合格率も
知ることができたので、自分にプレッ
シャーをかけながら日々勉強することがで
きました。また、合格するには、今自分は
どの位置にいるかがわかったので、「もっ
と上位になりたい」とやる気になりました。

神門  せりなさん

京進の先生は一人ひとりをしっかり見て
くれるので、不安になったり困ったりし
たときは相談に乗ってもらってうれし
かったです。また、わからない問題は先
生に質問し、自分の限界まで勉強するこ
とができたので、合格することができた
と思います。先生、いつも親切にしてく
ださってありがとうございました！
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松居  美希さん

京進で他の人より早く受験勉強を始めるこ
とができたことは最後まで有利だったと感
じました。また同じ目標を持った仲間と一
緒に勉強し、お互いを高め合える環境で勉
強できたのは京進に入ってよかったことで
す。その上、京進の先生はみんなとても話
しやすく、いろんな相談に乗ってくだった
ので、とても心強かったです！

三浦  竜希さん

思うような成績が取れず、落ち込むことも
ありましたが、最後まであきらめずに勉強
を続けることができたので合格できたと思
います。受験勉強をしていると、ときには
思うような成績にならないこともあります
が、勉強を続けることで必ず成績は上がる
はずです。京進の先生と自分を信じで最後
まで頑張って欲しいと思います。

植田  晃平さん

京進のプライムゼミで小論文の書き方を教
えてもらいましたが、小論文の書き方を丁
寧にしっかり教えてくださったので、小論
文が書けるようになりました。京進には入
試対策として本当にいろいろな講座があっ
たので、実際の入試でどのような問題が出
題され、どのように解いていくかがよくわ
かりました。京進の授業のおかげで実力が
身に付いて合格できたと思います。

西澤  光咲さん

京進の統一テストや合格判定テストの復習
をすることで、自分の弱点や間違いの傾向
をつかむことができました。おかげでミス
を減らすことができ、入試本番でも実力を
出せたと思います。また、京進の特色対策
の講座で特色の入試問題の形式に慣れるこ
とができました。正解に近づくための考え
方も教えていただき特色対策が充実した京
進を選んでよかったと思います。

土方  彩詠さん

京進の先生方の受験に関する手厚いサポー
トのおかげで合格できたと思います。不安
や悩みがあれば聞いてくれ、わからない問
題はわかるようになるまで教えてください
ました。また、模試を受けたあとは解説動
画を見ることができたので、しっかり復習
できたし、日曜特訓では、同じレベルの仲
間たちと同じ空間で入試での頻出度が高い
問題を解くことができたので、すごく力が
付きました。京進、ありがとう！
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