
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【大学入試】 
国際教養大学国際教養学部  S.Y くん 
神戸大学国際人間科学部  S.Y くん 
京都工芸繊維大学工芸科学部   D.Y くん 
大阪公立大学経済学部   A.K さん 
京都府立大学生命環境学部   F.S さん 
京都府立大学公共政策学部   M.U さん 
京都教育大学教育学部   Y.M さん 
山口大学共同獣医学部  T.T さん 
神戸市外国語大学第２部英米学科  T.N くん 
大阪教育大学教育学部     A.K さん 
公立鳥取環境大学経営学部   K.U くん 
同志社大学グローバル地域文化学部 S.Y くん 
同志社大学社会学部         R.I さん 
同志社大学理工学部  T.I くん 
立命館大学文学部   M.U さん 
立命館大学経済学部   A.K さん 
立命館大学経済学部   K.H くん 
立命館大学理工学部   D.Y くん 
関西学院大学教育学部   M.U さん 
関西大学文学部             Y.K くん 
関西大学経済学部  A.K さん 
関西大学社会学部           W.M くん 
防衛大学校本科  S.Y くん 
近畿大学農学部   A.H さん 
近畿大学理工学部   F.S さん 
近畿大学産業理工学部          R.O くん 
近畿大学文芸学部  N.U さん 
同志社女子大学表象文化学部  A.K さん 
同志社女子大学現代社会学部   A.K さん 
同志社女子大学現代社会学部   Y.H さん 
同志社女子大学学芸学部   A.T さん 
京都女子大学発達教育学部   T.K さん 
京都女子大学発達教育学部   A.S さん 
京都女子大学現代社会学部   A.T さん 
京都女子大学文学部   A.K さん 
京都女子大学文学部   Y.M さん 
京都女子大学家政学部   N.U さん 
関西医科大学看護学部   R.H さん 
佛教大学教育学部       R.N さん 
関西外国語大学英米語学科  T.Y さん 
龍谷大学文学部   M.U さん 
龍谷大学文学部   Y.K くん 
龍谷大学先端理工学部   S.M くん 
京都産業大学国際関係学部  T.N くん 
京都産業大学国際関係学部   S.M くん 
京都産業大学外国語学部   Y.K くん 
京都産業大学経済学部   A.A くん 
京都産業大学経営学部   A.A くん 
京都産業大学現代社会学部   A.A くん 
大和大学教育学部       R.N さん 
京都橘大学工学部  S.Y くん 
京都橘大学看護学部  S.Y くん 
京都橘大学文学部  S.Y くん 
京都橘大学国際英語学部  S.Y くん 
京都橘大学経済学部  S.Y くん 
東京農業大学農学部   Y.I くん 
東海大学建築都市学部  R.K くん 
京都先端科学大学健康医療学部 M.H さん 
畿央大学教育学部  T.K さん 
 

可能性は無限大！夢を実現する塾です 中高一貫校生・高校生・高卒生 

この度は、娘が何とか合格をつかみ取り、やまぎわ高校ゼミさんには本当に感謝してい
ます。娘は自宅で勉強するのが苦手なタイプで、やまぎわさんの自習室には、休日も含
め本当にお世話になりました。講師の先生方も、年の近いお兄さん、お姉さんのようで、
勉強のみならず、進路や大学のことなど、いろいろお話させてもらったようです。得意
科目と不得意科目の差が激しく、成績も安定しない娘でしたが、複数の先生方があらゆ
る科目を網羅して下さり、ありがたかったです。また、塾⾧先生は、節目の受験セミナ
ーでタイムリーに情報提供して下さったり、共通テストで大苦戦した後も、出願までの
短い期間で面談して下さり、新たな対策と方向性を示して下さいました。やまぎわ高校
ゼミさんにお世話にならなかったら、今回の合格はなかったのではと思います。本当に
ありがとうございました。<A.Ku さん保護者様> 

息子が大変お世話になりました。高校受験で燃え尽き、入学後の成績下降は驚く程で、
学力とはこんなに急降下するものなのかと落胆し、無気力になる息子に私もどうすれば
良いか道筋がわからず途方に暮れておりました時に、メンタル指導の重要性を説いた先
生の入塾案内に、藁をもすがる思いでご連絡すると、一度お話をしましょうと高校で落
ちこぼれた息子を暖かく迎え入れて下さいました。最初の面談で、君は出来るよと強く
言って下さり、同席した私は思わず涙が出ました。しかし今度こそと意気込んだ 1 年生
の学年末テスト前から世界が一変し、突然高校が休校になりました。コロナ禍で高校生
活は一変し、再び無気力感に陥った息子の成績は相変わらず底辺で、高 2 の学校面談で
浪人の話をされ、このままではいけないと、面談して頂きました。先生は高校の先生の
発言に真剣に怒られ、息子に入試時までに学力が上がれば大丈夫と励まして下さいまし
た。受験生になるもエンジンがかからない時の面談では、笑顔ながらも厳しい言葉で叱
咤して下さり、行きたい大学しか受けないと言える強い力を下さいました。評定も悪く
可能性ある大学を探す方が難しかった息子が、希望する公募推薦は全て合格、当初考え
てもいなかった関関同立の一般入試まで挑戦でき、合格できました。全て先生のメンタ
ル指導の賜物です。先生方本当にありがとうございました。<Y.K くん保護者様> 

「やったー！バンザーイ！バンザーイ！バンザーイ！」 
 Web 合格発表を見た瞬間、親の私たちは万歳三唱とクラッカーで大歓声をあげまし
た。（本人は静かに喜びをかみしめているようでしたが…。） 
 山際先生のおかげで大阪公立大学に合格することができました。山際先生に出会えた
ことに心から感謝しています。  
 高３の６月、良い塾を見つけられず不安な気持ちでいっぱいの中、やまぎわ高校ゼミ
を訪ねました。 
 自分のレベルや志望校に合わせて英数国を中心に全科目対応していただけること、科
目のバランスを考慮して合格するための作戦を考えていただけること、いつでも自習室
が無料で使えること等、こちらが求めていたものが全てそろっていました。  
 一方、合格はしましたが、親として深く反省していることもあります。それはもっと
早くやまぎわゼミに入塾できていたら…、ということです。子どもの最適な時期に最適
な塾を見つけることは、親の仕事ではないかと思います。  
 自分の道は、自分で拓く。大学受験を通して、このことを学んでくれたと思います。
一回り大きくなったわが子を見て、頼もしく思います。 
 やまぎわゼミは、信頼できる、安心できる塾です。やまぎわゼミの先生方、本当にあ
りがとうございました。<A.Ka さん保護者様> 

私は高校１年生の秋ごろからこの塾に通い始めました。入塾した時、私は高校の勉強に
ついていけず、成績もクラスの中で最下位に近い状態でした。ですが、塾に通い続けて
いるうちに、少しずつ理解できることが増えていって、成績も伸び、勉強って楽しいな。
と思えるようになりました。大学の過去問や塾オリジナルのテキストなど教材が充実し
ており、教えてくださる先生方は優しくて指導も上手で、とても良い環境で学力を伸ば
せたと実感しています。この塾に来ていなかったら、４月から通う大学にも合格できな
かったと思います。やまぎわ高校ゼミ、そしてその先生方には感謝の気持ちでいっぱい
です。本当にありがとうございました。<A.ku さん> 
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摂南大学法学部   K.O さん 
摂南大学国際学部   T.Y さん 
摂南大学農学部   Y.I くん 
摂南大学農学部   Y.F さん 
摂南大学農学部   A.H さん 
摂南大学看護学部   R.H さん 
大阪物療大学診療放射線学部  S.N さん 
甲南女子大学人間科学部   H.S さん 
奈良学園大学看護学部   R.H さん 
大谷大学国際学部   K.O さん 
関西外国語大学短期大学部   T.Y さん 
 

❤

高校では、週 3 回のフットサル部に所属していました。高 2 の 9 月から週 1 回、11
月から週 2 回やまぎわ塾に通い始めました。部活を頑張りたかったので、塾には部活
のない日を選んで行きました。 
 塾では、数学と古文の演習をし、夏休みを過ぎた頃から、国・数・英の二次試験を
想定した問題を解きました。数学は苦手でしたが、今になって思いますが、その原因
は演習不足だったと思います。自分では、苦手教科の演習などやる気になれず、また、
内容に偏りが出てしまいますが、塾で、理解できないところの解説を聞き、一つ一つ
理解し、偏りなく問題に取り組むことができたおかげで、記述模試では七割、八割取
ることができるようになりました。古文については、週 1 回と定期的に古文を読むこ
とで、初見の文章でもある程度読めるようになりました。英語は、授業は取っていな
かったのですが、毎回の授業の冒頭にリンガ・メタリカという単語集の単語テストを
していました。その単語集には、話題別の背景知識や英語の文章が載っていたので、
単語力だけでなく、英文理解力や速読力が身に付きました。日常的に英文を読むこと
ができたので、特に共通テストの際には、とても役に立ちました。この塾に入ってい
なかったら、リンガ・メタリカとは出会わなかったでしょう。 
 講師の方々の説明は丁寧で分かりやすかったです。現代文では、自分の解答に含ま
れているポイントとそうでないポイントに分けて、足りないポイントを文章のどこか
らもってくるかを教わり、古文では、文章理解に必要な古典常識を学ぶことができま
した。ありがとうございました。数学では、自分が分からないところをその日のうち
に分かるまで教えてくださいました。また、どうしてそうなるのかを質問した際に、
家に帰っても考えてくださって、後日分かりやすい説明をしていただいたのは印象に
残っています。ありがとうございました。勉強以外のことに関しては、先生方個人の
体験談を聞くことができて、ためになりました。学校などでは聞く機会がなかったの
で貴重な機会となりました。ありがとうございました。<S.Y くん> 

今までご指導ありがとうございました。山際ゼミに入るまで､私は基礎がなければ応
用も出来ないから基礎が何よりも大切だと思っていて、基礎固めを繰り返していまし
た。しかし、山際先生と初めてお話しした時､高 3 の 6 月時点では､もう基礎固めでは
なく演習の時期であることを知りました。もちろん基本的な知識がないといけないけ
れど、二次対策には二次試験の演習を積まなければならないと教わりました。初めは
難しく感じましたが何年分も演習を重ねるうちに傾向が掴めてきて、そうすると自分
の応用力が高まっただけではなく問題が易しくなった気がするようになり､それを自
覚して驚きました。確かにゴールから逆算した演習や慣れというのも必要だと感じま
した。また共通テスト前や二次試験前はメッセージをありがとうございました。特に
共通テスト前は緊張していましたが、先生からのメッセージで心を落ち着けることが
できました。私はよく精神状態に左右されてしまっていたので、メンタル面もサポー
トしていただけるのがありがたかったです。大学に入ってからも山際先生に教えてい
ただいたことを忘れず頑張ろうと思います。本当にありがとうございました。<A.Ka
さん> 

【高校入試】 
京都府立西城陽高等学校スポーツコース K.S さん 
東海大学付属大阪仰星高校・英数特進コース S.D さん 
育英西高等学校特設コース・Ⅱ類       S.D さん 
大谷高校・インテグラルコース R.T くん 
京都橘高等学校・総合進学 A コース  K.S さん 
京都聖母学院高等学校・Ⅰ類      S.D さん 
京都外大西高等学校・特進コース躍進文理 A.K さん 
藍野高校衛生看護科  M.N さん 
 
◆スタサポミライ教室◆ 
京都府立南陽高等学校・普通科        D.R さん 
京都府立南陽高等学校・普通科        I.F くん 
京都府立南陽高等学校・普通科   A.F さん 
京都府立洛北高等学校・普通科スポーツ総合専攻 S.K さん  
京都府立久御山高等学校・普通科   K.Y さん 
京都府立京都八幡高等学校・人間科学科  A.T さん 
京都府立清明高等学校・普通科   A.O さん 
京都橘高等学校・E（特別進学）コース  I.F くん 
京都橘高等学校・E（特別進学）コース  A.F さん 
京都聖母学院高等学校・Ⅱ類  R.D さん 
京都廣学館高等学校・ジェネラルコース  A.T さん 
京都廣学館高等学校・ジェネラルコース  A.H くん 
京都廣学館高等学校・ジェネラルコース  K.Y さん 
京都西山高等学校・普通科特進コース  Y.K さん 
 

 


