祝
合格

大阪大学 経済学部 経済経営学科

田原迫 生吹君

立教大学 経済学部 経済経営学科
同志社大学 商学部
同志社大学 経済学部

（鶴丸高校出身）

この一年は弱い自分とひたすら向き合う一年でした。 朝７時半に来て夜は２２時まで残ると決め
ていましたが、 途中で何度も諦めそうになりました。 それでも、 チューターの先生の励ましや、
各教科の先生の分かりやすい指導のおかげで、 最後までやり抜くことできました。 高予備で学
んだ努力する楽しさを今後の人生で活かして行きたいです。

祝
合格

大阪大学 経済学部 経済経営学科
同志社大学 商学部

木村 英斗君
（鶴丸高校出身）

どの問題に対しても全力でぶつかること。 現状に満足せず常に高みを目指して勉強を続ける
向上心。 判定が悪くても絶対に第一志望を変えない執着心。 周りの友人達へのリスペクト。
先生方や親、 その他多くの自分を支えてくださった人達への感謝の念。 以上の事を忘れずに
いたら気付いたら合格していた。

祝
合格

東京大学 理科二類
大阪大学
歯学部 歯学科
慶應義塾大学 経済学部

池田 芙夏さん

東京理科大学 工学部 機械工学科

（鶴丸高校出身）

今、振り返るとあっという間の 1 年でした。 勉強だけに打ち込めたこの 1 年は、自分との戦いで、
先生や友達に支えられながら過ごすことができました。 授業だけでなく、 添削や質問、 進路
相談など、 私に合った方法で勉強することができ、 高予備の先生方々には感謝の気持ちでいっ
ぱいです。 この感謝の気持ちを忘れず、 新しい目標に向かってがんばっていきたいです。

祝
合格

大阪大学 工学部 応用理工学科 森山 悠楽
君
東京理科大学 理工学部 機械工学科

（ラ・サール高校出身）

この度、 合格をもらえることができたことを非常に嬉しく思います。 この１年を振り返ってみて、
高予備で良かったというのが今の率直な感想です。 良い友達、そして良い先生方に出会えた、
最高の場所でした。 この合格は、 自分一人の力だけでは決して掴み取れなかったはずです。
一年間お世話になった全ての方々に感謝を伝えたいです。 ありがとうございました。

祝
合格

大阪大学 工学部 応用理工学科
同志社大学 理工学部 機械システム工学科
明治大学 理工学部 機械工学科
東京理科大学 理工学部 機械工学科
関西大学 システム理工学部 機械工学科

新留 晴貴君
（鶴丸高校出身）

この一年は今までの人生で一番勉強した一年間でした。 最初はきつい一年間になるだろうと絶
望していましたが、 新しい仲間と出会い、 時に支え合い、 時に競い合い、 仲間のおかげで
想像より明るい 1 年間でした。 センター試験では目標点に届かず、 受験校を変えるか悩みま
したが、 変えずに突っ込み合格することができました。 正に逆転、 とても嬉しいです。

祝
合格

大阪大学 基礎工学部 化学応用科学科

松山 快君

東京理科大学 経営学部 ビジネスエコノミクス学科
関西学院大学 経済学部 経済学科
立命館大学 経営学部 経営学科

（鹿児島実業高校出身）

一年前、 全ての受験に失敗し、 自信をなくしていた自分を救ってくれたのが、 鹿児島高等予
備校でした。 高校とはまるで違うハイレベルな授業に必死に食らいつき、 その勉強量を自信
に変えられたことが合格の大きな要因だと思います。 そして、 金銭面、 精神面で常に支えて
くれた家族がいました。 そんな自分の周りの全ての人と共に勝ち取った合格です。

祝
合格

九州大学 医学部 医学科

坂井 海星君
（鶴丸高校出身）

合格してまず始めに感じたことは、 安心感です。 後期も私立も出さず前期一本だったので落
ちたらもう一年というのがあって不安でした。 模試では安全圏でしたが、 やはり本番とは怖いも
ので、 いつもの実力が出せず発表まで不安の毎日でした。 試験前でも試験中でも不安を打ち
消せるのは勉強をやれるだけしたという事実だと実感しました。

祝
合格

東京大学 理科二類

九州大学
経済学部 経済経営学科
慶應義塾大学 経済学部

槝之浦 蒼君

東京理科大学 工学部 機械工学科

（鶴丸高校出身）

浪人を決めてから合格発表までの約一年間、 勉強ばかりの日々で辛く苦しい時期もありました
が、 ずっと第一志望だった九州大学に合格することができ良かったです。 また、 浪人を許し
てくれた両親や、 一年間指導してくださった高予備の先生方に感謝し、 これからもがんばって
いきたいと思います。

祝
合格

九州大学 理学部 生物学科

園田 智也君
（鹿児島第一高校出身）

昨年は実力不足で落ちてしまい、 今年こそは受かってやるという気持ちで高予備に入学しまし
た。 各先生方のレベルの高い授業によって日を重ねる毎に力をつけていくことができました。
またチューターの先生には精神面でもサポートをしていただき充実した一年間を過ごせました。
合格まで導いてくれた家族と高予備の先生方に感謝です。

祝
合格

名古屋大学 医学部 保健ー理学療法

岩下 大輝君
（甲南高校出身）

今、 志望校に合格して率直に嬉しい気持ちでいっぱいです。 この１年間は、 大変なことが多
かったが、 先生方や周りの友だちの支えのおかげで乗り切ることができました。 そして浪人を
許してくれた両親には感謝しかありません。 最後に、 高予備で浪人して本当に良かったです。
本当にありがとうございました。

祝
合格

筑波大学 情報学群 知識情報図書館学類
明治大学 総合数理学群 ネットワークデザイン学科
法政大学 情報科学部 コンピューター科学科

林 祐作君
（鶴丸高校出身）

昨年受かることができなかった筑波大学に学部は変わったものの再チャレンジし、 合格できた
ことを本当に嬉しく思います。 挽回を余儀なくされた二次試験でしたが、 高等予備校の先生
方に添削指導をしていただいた教科で納得のいく解答ができたことが合格につながりました。
一年間手厚いご指導をしてくださった先生方に本当に感謝しています。 ありがとうございました。

祝
合格

関西学院大学 商学部 商学科
神戸大学
国際人間科学部 環境共生学科 駒寿 諒真君
近畿大学 経済学部 経済科学科
近畿大学 経済学部 国際経済学科

（鹿児島玉龍高校出身）

今、 合格して一年間一生懸命がんばってきて本当に良かったと思います。 一年前不合格とい
う現実を突きつけられてもなお、 一年間頑張りきることができたのは、 支えてくれた両親、 い
つも優しく指導してくださった先生方、 共に励ましあい高め合った仲間がいたからです。 この
一年の経験は僕の人生をより豊かにするために必要だったのは間違いありません。

祝
合格

東京大学 理科二類

横浜国立大学
理工学部 機械数理学科 鷲尾 将行君
慶應義塾大学 経済学部
東京理科大学 工学部 機械工学科

（甲南高校出身）

今年一年、 今までの人生の中で一番早い年月だったな、 これが合格したとき最初に私が思っ
た感情でした。 去年の３月、 不合格であると分かり絶望して浪人を決意してからテストの結果で
一喜一憂し、 今までの人生を省みた一年でした。 ここまで来れたのも両親のおかげです。 こ
の一年を糧に成長して立派な大人になって恩返ししたい。

