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英文を読むスピードが以前に比べて格段にアップし、

より深い理解が出来るようになりました。 

(^-^)地道な勉強の成果。継続は確実に力になります。 

 

わからなかった単元がわかるようになった。古文もめ

っちゃ解けるようになってうれしかった。 

(^o^)古文がわかるのは発想力が育ってきている証拠です！ 

 

中 3の夏休みの授業時間が長いな、、、と思っていたけれど、

続けていたら慣れて早く感じるようになって、何とも思わ

なくなった。夏休みで絶対賢くなったと思う。 

(^-^)チャレンジの結果は嬉しいことばっかりです。 

 

国語の物語文や説明文の文章題を解く方法を教えてもらっ

てやってみると、本当に出来るようになりました！ 

(^o^)でしょう？勉強は忠実に、素直に、が成長のポイントです。 

 

この夏、塾で学んでわかったことは、勉強しないと前

に進めないこと、教えてもらう人の言うことをしっか

りと聞くことが大事だということです。前はわからな

かったことも、言われたようにやっていたら、だんだ

ん簡単になってきたからです。 

(^-^)素直に取り組んだからです。数字という成果を焦らず、ゆる

ぎない基礎力をつけていってください。必ず数字に表れてきますよ。 

 

先生たちが優しく教えてくれるので勉強が楽しいと思

えました。そして塾の友達ときずなを深めることがで

きてすごく楽しかったです。 

(^o^)それはよかったです！これからも頑張ろうね！ 

 

毎回単元テストもあるし、補習もある。学校の宿題を

終わらせる時間もあるし、学び舎には何でもあるんだ

な～と思いました。前の塾より具体的に教えてくれる

ので良いなぁ～と思いました。 

(^-^)大人だって一緒に頑張るのが学び舎です。これか

らもお互いファイト！ 

 

スタディサポートタイムで学校の宿題も質問出来て早

く終わりました。家ではいつもなかなか進まないので、

みんなと一緒に、先生に教えてもらいながら完成して

嬉しかったです。 

(^o^)良かった、良かった。うれしいです。 

 

今まで宿題を適当にやっていました。学び舎の講習会

を初めて受けて、宿題は絶対やらないといけないもの

だと知りました。間に合わなかったりしたら、呼び出

されて最後までやらされました。でも先生が応援して

くれて、宿題が出来るようになりました。 

(^-^)注意されても、補習を受けても、くじけずについてき

たあなたがエライ。良く頑張ったね。 

 

テキストがすごく見やすくて、わかりやすかったで

す！特に英語や理科！得意になった気がします。学校

の宿題も塾でやるから、時間を有効に使えました。塾

にばかりいましたが、良いものとなりました。 

(^o^)みんなが理解しやすいものを、夜な夜な心を込めて作

りました。ありがとう。 

 

いつもさぼってばかりの自分が、夏期講習会に来て、

勉強が好きになったのですごく良かった。出来るよう

になると楽しくなって、次も頑張ろうと思います。学

び舎に来て本当に良かったです。 

(^-^)すごい！目覚めたね！ 

 

初めて学び舎で講習会を受けました。どの授業でも、

問題を解くときは真剣で、楽しむ時はいっぱい笑って、

楽しかったです。 

(^o^)学び舎はとにかく『メリハリ！』何でもそうやって取

り組めばうまくいきますよ。 

学校でははしゃいでいる子も、学び舎では授業を聞く

時は静かに頑張っているのでびっくりしました。休み

時間は楽しく過ごしても、みんな授業になるとすぐに

切り替えるので、ここに来て良かったと思いました。 

(^-^)学び舎自慢の生徒達です。 

 

理科や社会の知識量が大きく増えました。合宿の成果

が出たのだと思います。 

(^o^)みんなの頑張りは迫力がありましたからね！ 

 

クラブで疲れて行けない日もありましたが、塾に来る

とすごく楽しいから、勉強もはかどりました。 

(^-^)疲れているのに、よく頑張っていたね。エライ。 

 

スタディサポートタイムでは、今日は何をやるかとい

う目標を書いてから勉強をスタートしました。私は苦

手な単元にチャレンジしました。先生が丁寧に教えて

くださって、すごくわかりやすかったです。 

(^o^)それはよかった。つい家でダラダラしてしまう時間が

実のある真反対の時間に変わりましたね。 

 

学び舎の仲間はすごく楽しくて、塾に行くのが本当に

楽しみでした。でも、授業が始まるとすぐにみんな静

かになって、先生の話を聞きます。学び舎の良いとこ

ろは「やる時はやる。休み時間は楽しく遊ぶ。」ってこ

とです！夏期講習は本当に楽しかったです。 

(^-^)小笑い、大笑い、大爆笑、切り替えると、シーン…。

いろんな人に見せてあげたい自慢の学び舎の授業風景です。 

 

この講習会で絶対賢くなったと思うので、2 学期も安

心して授業を受けられると思います。これからも授業

を大切にしていきたいと思います。 

(^o^)頼もしい！1 つ 1 つを大切にしていく勉強姿勢が身に

付けば怖いものはありません。 

 

勉強だけでなく、先生が色々な話をしてくれて、とて

も楽しかったです。それがあるからまた勉強が頑張れ

ました。次の授業が楽しみです。 

(^-^)なぜ勉強しないといけないのか、勉強すればどんな自

分に変われるのか、そんなことを学ぶことがすごく大切です。 

 

スタディサポートタイムがあったおかげで、家では勉

強しないと叱られてばかりの私も、余裕で夏休みの宿

題を終えることが出来ました！ 

(^o^)やったーっ！！ 

 

学校でずっとわからなかったところも、覚えやすい暗

記の仕方を教えてくれて、理科と社会が覚えられるよ

うになりました！ 

(^-^)やる気が出たみたいで良かった！頑張ろうね！ 

 

テストの解き直しをしたりしないので、いつもわから

ないことは放っていました。でも、復習をしてみると

理解が出来るようになりました。やっぱり静かに話を

聞くことが出来る授業を受ければ、ちゃんとわかるん

やと思いました。うれしかったです。 

(^o^)やれば出来るんです、みんな。 

 

復習をたくさんしてもらって、覚えていないところが

ほぼなくなった！夏期講習会の選択科目を 5 科目にす

るか 3 科目にするか迷っていたけど、思い切って 5 科

目にして正解だった。2学期も頑張ろうと思う。 

(^o^)そうそう、たくさんやればそれだけ力もつくよ。 

 

夏期講習会は 5 科目選択にしました。いやだなぁ～、

と思っていたのに、やってみると、楽しかったなぁ～、

と思いました。今後は全部楽しかったので 5 科目を勉

強したいと思っています。 

(^o^)いける、いける！嬉しさも絶対増えるよ。 

 

先生が詳しく説明してくれて、苦手なところが得意に

なりました。苦手なところをちゃんと見つけて、それ

をしっかりと理解して身に付けていくことが夏期講習

会の意味だとわかりました。 

(^-^)そうです。どこかで苦手は克服しないといけない。チ

ャレンジしなきゃもったいない。それが講習会です。 

 

自分の家だとさぼってしまい、あまり勉強しないので、

学び舎だと友達と一緒に、しかも、落ち着いて勉強出

来るので、夏期講習会に来てよかったと思いました。 

(^-^)これからも学び舎の空き教室をどんどん利用してください！ 

 

｢今回も来てよかった｣と講習会を受講するたびに毎回

思います。まず、復習をちゃんと出来ます。次にテス

トがあるので、落ちると補習をして勉強出来ます。最

後に、テスト勉強が家で勉強するきっかけをくれます。

学び舎の夏期講習会にはたくさんの勉強のきっかけが

あって嫌でも勉強するようになるので助かります。 

(^o^)嬉しい言葉ありがとう。きっとあなた自身が成長しているんですよ。 

 

通常授業では 1 科目しか選択していないので、夏期講

習会で 3 科目選択をしたからとても疲れた。でも、5

科目を平気でやっている子もいて、普段の勉強がこん

なに差をつけているのかなぁ、とショックでした。 

(^-^)気づきましたか(笑)勉強は時間に比例する部分が大き

くありますよ。 

 

夏休みは全然机に向かうようなことはなかったけど、

夏期講習会を受講してみて、自然と宿題をしてみよう

と机につく習慣が少し身に付いたように思う。いつも

なら集中力がもたないけど、宿題が多かったので、早

くやらないとと思うと集中出来た。 

(^o^)習慣が身に付くというのは簡単なようで難しい。エライ。 

 

想像以上にわかりやすかったので、良かったです。 

(^-^)ありがとう。頑張ります。 

 

プリントは簡単なものと難しいものがありました。難

しいプリントを先生に「はい、プレゼント」と言って

渡されました。でも、諦めずに頑張ったのでとても楽

しかったです。 

(^o^)成長のためのプレゼントです♪ 

 

空いている時間は毎日塾に来て勉強させてもらいまし

た。家を出るまでは気が重くても、塾に来るとはかど

るし、宿題も終わるし、帰る時にはすごく気分が良か

ったです。毎日ちゃんと勉強していたので、家で勉強

していない、なんて言わせません。学び舎ありがとう。 

(^-^)エヘン、エヘン！ 

 

わからなくて手が止まると、先生が声をかけてくれま

す。優しく教えてくれて、質問するのが苦手でも安心

して授業を受けられました。 

(^o^)お任せください～(笑)いつでも聞いてね。 

 

いっぱい学んで、いっぱい勉強しました。難しい問題

にもチャレンジして頑張れました。 

(^-^)失敗を恐れたら、何も得られない。チャレンジすると失敗す

ることもある。でも必ず得るものがあります。 

 

みんなと勉強すると頑張れます。だから塾にはいって

良かったな、と思います。 

(^o^)学び舎生は『励まし合う』仲間。 

 

自分に自信がついた！勉強はめんどくさいと思ったけ

ど、だんだんおもしろいんじゃないかと感じるように

なりました。 

(^-^)おもしろいよ。自分の可能性が広がるからね。 

 

宿題、テスト、補習、ずっとこんな感じでしたが、や

っぱり友達が学び舎にいたから乗り越えられました。

補習の間も待つ人は勉強をして待つので、勉強しなが

ら待っていてくれました。友達っていいなぁ、と思い

ました。いろんな人に感謝したいです。 

(^o^)一緒に受験を闘う仲間です。思いやりを忘れたらただ

の自己満足。感謝を感じたあなたはエライ。 

 

しんどかったけど、それ以上に栄養ドリンクを飲みま

くっていた先生たちの方がしんどかったと思います。

授業以外でも毎日通わせてくれて、たくさん付き合っ

てくれて、ありがとうございました。 

(^-^;)き、気づいていましたか、、、
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地獄でした。性格上、ずぼらで面倒事が嫌いですが、

この合宿は本当に逃げ場がなくて、終わらないと休め

ない。急いで解くと凡ミスの連続で、ふてくされてし

まいました。でも、最終日に偏差値がめっちゃ上がっ

て、本当にうれしかったです。長時間の勉強をやった

ことがない人でも必ず集中出来るので、良かったです。 

 

やればできるんだ、、、と実感しました。努力した分は

結果で返って来ました。どの教科でも通じる本当の勉

強法を教えてもらいました。これからもこの勉強法で

他の科目も頑張っていきます。 

 

自分の偏差値の上がり方にびっくりした。自分がこん

なに出来ると思わなかった。すごく成長出来たと思う。

本当に参加してよかった。 

 

｢四十倍の成長を体感させる｣と先生が言うもんだから、

少々疑いつつも、それを信じて 3日間頑張ってみた。 

そしたら本当に偏差値 60を超えていた。心臓が飛び出

そうだった。信じて頑張ってよかった。本当に良い合

宿だと思う。 

 

夜遅くまで補習をしました。お泊まり気分だったので、

本当にやるか？と思いながら、すねたりしましたが、

それでも逃がしてもらえず、先生はひたすら応援する

ばかりだったので、頑張るしかありませんでした。偏

差値がちゃんと上がっていて、叫んでしまいました。 

 

辛かったけど、諦めずにやってよかったと本当に思い

ます。それに、休み時間や部屋の中やバーベキューで

も、友達と楽しく過ごせました。友達がいたから乗り

越えられました。そうやって成績が上がるだけじゃな

くて、仲間と頑張ることも教えてもらいました。 

 

問題を解いては不合格になるたびに、嫌になったけど、

みんながやっていたので、自分だけ文句も言えないか

らやりました。でも、やっているうちにだんだんと楽

しくなってきました。合格が出来るようになると次も

頑張ろう！と思いました。偏差値はむっちゃ上がって

いて、叫びたくなりました。この合宿に来て本当に良

かったし、楽しかったです。 

 

合宿で教わった勉強方法は、学び舎ではいつも先生が

言っていた勉強法だった。実際にやってみると、ちゃ

んと力が付いたし、勉強のリズムにも乗れたし、全科

目に応用できると確信した。仲間と一緒に乗り越える

ことも学んだ素晴らしい合宿でした。 

 

やればやるほど結果はついてくるということを教えて

くれた 3日間でした。 

 

まず高校入試のことや成績のことを教えてもらって、

自分が何をしたらいいのかちゃんと考えてからスター

ト出来て良かった。気が引き締まった。でも、やりな

がらこんなんでいいのかな、と思ったりしました。本

当に偏差値が上がるなんて思っていませんでした。ま

たこういう合宿があったら参加したいです。 

 

偏差値って頑張ったら上がるもの、というのもわかっ

たし、自分にもこれだけ出来るという自信もつきまし

た。勉強以外でも思っていたより楽しかったです。勉

強で頑張った後の解放感がすごかったです。ここまで

偏差値が上がったのは先生たちのおかげだと思います。

ありがとうございました。 

 

最初は「えーっ」とか思ったり、夜の補習も嫌だった

けど、終わった時の解放感がやばかった。次の日もま

た補習かな、と思ったけど、自分のためになるんやな

と思ったら頑張れました。くじけそうになったりした

けど、とても楽しかった。最後のテストは解ける問題

が増えていて、本当にうれしかった。焼き肉もおいし

かった。ありがとうございました。 

 

合宿は本当に良いものとなりました。問題集を朝から

晩までやっていくうちにつれ、自信が湧いてきました。

眠気に襲われた時は本当にしんどくて苦しかったけれ

ど、最初は全然解けなかったテストが楽に解けるよう

になっていました。改めて、努力をしなければ自分は

成長せずにそこでゲームセットだったと思いました。

すごく勉強になりました。これからも続けていきます。 

 

私はこの合宿ですごく成長出来ました。どんどんわか

るようになっていきました。まさかこんなに単純な勉

強方法で偏差値が上がるとは思ってもいませんでした。

途中で嫌になったりしたけど、最後までやりきれたこ

の勢いで全ての偏差値を上げたいと思います。 

 

感動した。こんなに変われるんだと思った。 

 

最初はプレッシャーで押しつぶされそうだったけど、

意外とみんなも出来ていたし、先生も応援してくれる

し、気楽になってきて頑張れた。夜のバーベキューは

本当にすごい解放感で最高だった。偏差値も上がった

し、合宿に来れて本当に良かった！！ 

 

一人じゃ頑張れないタイプなので、みんなと一緒に頑

張ることによって、集中できました。本当に感謝でい

っぱいです。ノートがなくなるくらいまで勉強したの

は初めてです。自分で自分のことをすごいな、と感心

しています。家に帰ってお母さんに報告するのが楽し

みです。この合宿をやらせてくれた人に感謝しかあり

ません。すごい、楽しかったです！！ 

 

｢特別なことをしないと｣と思っていたけど、合宿で普

通のことをして偏差値が上がるとわかったので、自信

がつきました。苦しかったし、しんどかったけど、や

ってよかった、やればできると感じた。 

 

やり始めたら、めんどくさいと思っていたのが、だん

だんと思わなくなってきました。この 3 日間でやった

ことをこれからも続けていきます。自信がつきました。 

先生から教えてもらったことは特別な勉強法ではなく、

必ず点数の上がる確実な勉強法だった。そんなことで

変わるんだと実感できた。あまり時間の経過を感じず

に、あっという間に終わった。またこのような合宿が

あったら絶対参加したいと思っています。 

 

何回間違えても、くじけずにやり直す、ということを

忘れないでこれからもがんばります。 

 

これからの勉強法は合宿で教えられたとおりにやります。 

 

途中から達成感が出てきて、次の問題を解くのが楽し

くなってきました。苦手科目なんか、解いてもムダや

ん、と思っていましたが、ひたすら言われた通りにや

っていたら意味がだんだんと分かってきてびっくりし

ました。これから勉強するときは、色々と考えずに言

われたようにやってみようと思いました。 

 

これから真剣に受験に向かって勉強しないとあかんな、

という気持ちになれました。 

 

この合宿は「勉強の大切さ」と「諦めてはいけない」

ということを学びました。ここまで頑張った自分と先

生に感謝です。これを受験につなげていきたいと思っ

ています。 

 

偏差値が悪いのでやる気がありませんでした。でも、

先生がテストのたびに、「頑張れ」「次はいける！」「す

ごいやんか」などと色々な言葉をかけてくれて、諦め

ずに勉強が出来たと思います。先生方、ありがとうご

ざいました。休み時間に床で寝てしまうほど頑張って

くれた先生方、おつかれさまでした。 

 

朝から晩まで、勉強で疲れる、というのは初めてでし

た。偏差値も上がり、本当にこの 3 日間、頑張ってよ

かったです。 

 

繰り返して勉強することの大切さを実感しました。やって

いるうちにだんだんと頭に入ってくるのです。達成感もす

ごくありました。これからも継続していきます。 

 

何度もやりなおしになっては嫌気がさしましたが、そ

れでもやらなければいけない状況だったので、頑張り

ました。最後に結果が出たので、全て救われました。

参加して本当に良かったです。 

 

実際にやってみたらすごく楽しかった。今まで友達と

一緒に勉強して集中できたことなんてなかったから一

人で勉強していた。でも、競争できる相手がすぐそば

にいて、同じものを一緒にやるのがこれだけ楽しさに

直結するとは思っていなかった。競争できる仲間や先

生方のおかげでここまで出来たんやな、と思った。 

 

すぐに諦めて感情を顔に出してしまうことを直してい

こうと思いました。とても楽しかったです。 

 

夜の補習でも、先生たちが一人一人をきちんと見てい

てくれて、見捨てずに指導してくれたことが一番うれ

しくて、頑張ろうと思いました。でも、やっぱり翌日

はくじけそうになりました。でも、友達や先生がそれ

に気が付いて、声をかけてくれたので何とか 3 日間勉

強をすることが出来ました。最後まで見捨てずに指導

してくださって、本当にありがとうございました。 
************************************************ 

 今年の合宿もみんなしっか

り自分自身の弱さを乗り越え

て成長してくれました。 

ふてくされたり、すねたり、

笑ったり、怒ったり、眉間に

シワを寄せたり、涙を浮かべ

たり、、、みんなのいろんな表

情に、闘いの葛藤が映し出されていました。 

「少し休む？」なんて甘い言葉も一切ない強化合宿。

偏差値を上げることは大目的ですが、学び舎では「受

験を乗り越える精神力」も鍛えてほしいと思っている

のです。それがこの夏期集中強化合宿のもう一つの目

的。 

 これからが本当の勝負になります。思い通りになら

ないこと、なかなか目標に到達しないこと、周りの友

人の話に心がふらつくこと、たくさんのモヤモヤした

気持ちが出てくるのが受験です。でもこの強化合宿を

乗り越えたみんなならきっと大丈夫です。凹んだ時は、

あの合宿の分厚いファイルを見てください。みんなは、

絶対に自分に負けません。しっかりとした心と知性で、

最善の受験を迎えることが出来ると確信しています。 

 寝食を共にして頑張った仲間と最後までくじけずに

駆け抜けていこう！もちろん先生たちが一緒です。中

3生、がんばれ！！！『合宿、大変よく出来ました！』

でっかいでっかい花マルです(^0^) 
 
 
 
 
 
 

 学び舎の夏期講習会をご受講いただきあ

りがとうございました。これから一緒に勉

強をしていきますが、成長期の子供たちは

日々成長し、日々変化しています。楽しく

学べる日もあれば、気持ちが乗らない日もあって当然

です。何かご相談等ございましたら、いつでもご遠慮

なくお問い合わせください。学び舎も一緒に応援して

生徒の成長のために努力してまいりますので、今後と

もどうぞよろしくお願い申し上げます！ 
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