祝
合格

広島大学 薬学部 薬科学科

楠元 亮太君
（甲南高校出身）

昨年 3 月に前期試験で失敗してから一年が経過した今、 私は志望校に合格することができま
した。この一年は様々な事があり色々と大変でしたが、無事合格した今は喜びでいっぱいです。
決して裕福とはいえない家庭ですが、 一年間浪人することを許してくれた両親には感謝しかあ
りません。 そのことを忘れずに大学生活をエンジョイしたいと思います。

祝
合格

広島大学 法学部 法学科
西南学院大学 商学部 経営学科

原田 快晴君
（鹿児島中央高校出身）

浪人生としての 1 年は今までの人生で最も短く、 充実した 1 年でした。 自分の出身校にはい
ないようなレベルの高い仲間達と切磋琢磨することで、 モチべーションを維持することができま
した。 また、 この 1 年間を通じての努力により人間的にも成長できたと感じます。 浪人生活を
支えてくださった全ての方々ありがとうございました。

祝
合格

広島大学 経済学部 経済学科
立命館大学 経済学部 経済学科
西南学院大学 経済学部 国際経済学科

石躍 啓人君
（国分高校出身）

４月に志望校を決めて、 一年間がんばって志望校に合格することができて、 とても嬉しいです。
４月の時は厳しい目標でしたが、 精一杯がんばって良かったです。 また、 協力してもらった親
や予備校の先生には感謝の気持ちで一杯です。 自分のやりたいことが将来できるように大学
生をがんばりたいと思います。

祝
合格

広島大学 教育学部 第二類

酒瀬川 千紘君
立命館大学 文学部 地域研究学域
近畿大学 総合社会学部 環境まちづくり系専攻 （鹿児島玉龍高校出身）

浪人が決まったときは嫌で仕方がなくて、 最初の数ヶ月は勉強から全力で逃げていました。 し
かし腹をくくって受験勉強に立ち向かい、 やっと志望校に合格する事ができました。 今はとに
かく嬉しく、 また両親をはじめ先生方や友人、 その他多くの心配してくださったりした方々への
感謝の思いで一杯です。 ありがとうございました。

祝
合格

広島大学 教育学部 第五類

三宅 優菜さん
（鶴丸高校出身）

ここまでこられたのも支えてくれた家族や先生方、 競い合った仲間がいてくれたからだと思いま
す。 去年のこの時期に滑り止めの大学を蹴ってもう 1 年チャンスを与えてくれた親には感謝し
てもしきれません。 この予備校で過ごした 1 年は今まで生きてきた中で最も濃密な一年であっ
たし、 これから生きる上でとても大きな糧になると思います。

祝
合格

山口大学 医学部 医学科
明治大学 農学部 生命化学学科
法政大学 生命科学部 生命機能学科

佐賀 公亮君
（ラ・サール高校出身）

二年間の浪人生活を経験して私は、 パスカルの 「考える葦」 という言葉を思い出します。 人の、 自然
の中における存在としてのか弱さと、 思考する存在としての偉大さを表した言葉です。 浪人生事、 生活
を支えてくれる両親、 自分と切磋琢磨して高め合う友人、 洗練された授業をしてくださる先生方、 そん
な方々に支えられるか弱い存在でありながら強い信念を持ち、 思考を止めないそんな 「考える葦」 であ
りたいと思います。

祝
合格

福岡教育大学 教育学部 中等ー数学

大久保 航君
（松陽高校出身）

私が合格することができたのは苦手教科を諦めず勉強し続けることができたからだと思う。 セン
ター試験では苦手教科で目標点数以上を取ることができた。 また両親や予備校の先生方、
一緒にがんばってきた友人への感謝を忘れずにこれからも目標に向けてがんばっていきたい。

祝
合格

九州工業大学 工学部 工学３類
近畿大学 理工学部 電気電子工学科
近畿大学 工学部 電子情報工学科

田丸 宙君
（れいめい高校出身）

昨年センター試験を失敗して浪人を決意してから 1 年、 第一志望の学校に合格することがで
きました。 この学校は高校の職員室などと異なり入りやすく、 質問や添削も快く引き受けて丁
寧に対応してくださいました。 日頃の授業でも新たな発見も多くあり、 とても充実感のある浪人
生活を過ごせました。 支えてくれた先生方や両親には感謝の気持ちでいっぱいです。

祝
合格

熊本大学 工学部 機械数理工学科 西田 貴紀君
（鹿児島中央高校出身）

この一年間は今までにないほど充実した一年間でした。 入学前は浪人生という肩書きにマイナ
スなイメージを持っていましたが、 予習→授業→復習のサイクルと基礎知識の理解、 定着を
徹底することで２次試験に対する確実な自信が身につきました。 生活面における自己管理力
にも自信がつきました。 ここで学んだことを大学生活にも活かしていきたいです。

祝
合格

鹿屋体育大学 体育学部武道課程
大分県立芸術文化短期大学 心理学 スポーツ
桃山学院大学 法学部、人間教育学部
奈良大学 社会学部 岡山商科大学 法学部

大納 さや加さん
（松陽高校出身）

私はこの一年、 嫌なことや辛いことが多く、 受験をやめてしまいたいと思ったことは何度もありま
した。 しかし、 ここまでがんばり、 国公立では唯一の体育大学に合格できたのは、 先生達の
日頃からの指導や勉強以外の面においてのサポート、 そして、 共に合格をめざして切磋琢磨
する友達のおかげであると感じています。 本当に濃く、良い一年でした。 ありがとうございました。

祝
合格

琉球大学 国際地域創造学部 国際地域創造学科
近畿大学 経済学部 経済学科、経営学科
福岡大学 経営学部、経済学部
福岡大学 商学部 商学科、貿易学科、経営学科

永田 朋哉君
（大島高校出身）

今春やっと合格することができ二年間の浪人生活を終えることができました。 高等予備校での二
年間は自分自身にとってとても貴重な経験になりました。 この二年間とても分かりやすい授業を
してくださり、 指導してくださった先生方に深く感謝してます。 そしていつも陰ながら一番自分を
応援し支えてくれた両親にも凄く感謝してます。 二年間お世話になりました。

祝
合格

名古屋市立大学 芸術工学部 情報環境デザイン学科
防衛医科大学校 看護学部
立命館大学 経済学部 経済学科
西南学院大学 経済学部 経済学科

前野 春花さん
（甲南高校出身）

昨年受験で 『全落ち』 してから一年後の今、 受験した全大学に合格できたのは、 鹿児島高等
予備校の先生方の丁寧なご指導で二次試験で十分戦える力をつけることができたからだと思い
ます。 実力に則したクラス分けが教科毎にあるので苦手教科も無理なく克服できました。 現役
時に完全に失った自信を取り戻させてくださった先生方に感謝しています。

祝
合格

愛知教育大学 教育学部 中等ー理科
城西大学 理学部 化学科
東海大学 理学部 化学科

折田 奬真君
（鹿屋高校出身）

一年間の浪人生活、 寮生活はとてもつらいものでした。 合格者欄に自分の受験番号が載って
いるのを見つけたときは、 自然と涙が溢れました。 最後まで諦めず挑戦して良かったなと心から
思いました。 今回このような結果が得られたのは根気良く勉強を教えてくれた講師の先生方を始
め、 両親や友人の支えがあったからです。 本当にありがとうございました。

祝
合格

熊本大学 法学部 法学科
同志社大学 法学部 法律学科
西南学院大学 法学部 法律学科

中村 駿介君
（鶴丸高校出身）

昨年の不合格から今年の合格まで、 とても有意義な一年間を過ごしました。 この一年間を通し
て感じたことは自分がいかに基礎力・記述力が不足していたかということです。 特に英語・国語 ・
数学に関しては授業や添削を通して大きく力を伸ばすことができました。 本当に高予備の先生
方には感謝の気持ちで一杯です。 本当にありがとうございました。

祝
合格

東京海洋大学 海洋工学部
海洋電子機械工学科

大江 亮君
（都城西高校出身）

去年は大学受験を完全になめていたので、 二次試験が終わってから合格発表があるまでの間
１～２週間で不安なんて全く感じずに遊んで過ごしていたけど、 今年は一浪していたので、 合
格発表までの期間が不安でとても長く感じた。 その分合格発表で自分の番号を見つけた時は
とても嬉しく、 自然とガッツポーズが出てきました。

祝
合格

琉球大学 農学部 亜熱帯生物資源科学科

山下 美貴子さん
（沖永良部高校出身）

この一年間は地元の沖永良部を離れて、 鹿児島で一人暮らしをしながら予備校に通いました。
だから精神的にとても孤独で辛かったです。 合格発表の日、 自分の受験番号があって心から
嬉しかったと共に、 この一年この鹿児島高等予備校に通えてとても良かったなと思いました。 大
学に入学しても、 予備校で鍛えた精神力で勉学に励みたいです。

祝
合格

産業医科大学 医学部 医学科 松鶴 紘行君
（青雲高校出身）

どうしても医師になりたいという思いを叶えるため再受験を決意しました。 必死に頑張ったつもり
でしたが、 前期は落ちてしまい、 もうダメだとも思いました。 しかし、 最後まで諦めずにやり切っ
た結果、 何とか合格することができました。 予備校での友達、 先生方そして両親の支えがあっ
ての合格でした。 本当にありがとうございました。

祝
合格

下関市立大学 経済学部 経済学科
志學館大学 法学部 法律学科

平原 侑季君
（鹿児島中央高校出身）

高校 3 年間と予備校 1 年間は、理系の勉強をしていました。 理数系の苦手克服に努めましたが、
なかなか思うような点数に届きませんでした。 しかし、 2 度目のセンター試験で国 ・ 英 ・ 地歴の
点数が上がり「自分は文系だ！」と思い、理系から文系へ急な方向転換。先生方や友人のサポー
トで、 今年は喜びの春を迎えることができました。

