
～第１２期生～ 

成田 早穂 さん   岡崎高校 合格 

 今年はコロナ禍での受験でどうなるのかなと少し不安な気持ちで３年生になりました。でも、不

安なのはみんな同じだから自分のやれることを精一杯やろうと決めて受験勉強をスタートしました。

With の授業では先生が zoom で授業をやってくださったので、少しずつ不安が和らいでいきました。 

１２月に受けた模試で結果が悪く、志望校の合格判定も５９％まで落ち込んだし焦りもありまし

た。そんな時期に先生が「１つ１つ丁寧にやれば大丈夫。」という言葉をくださり、不安は問題を解

くことで解消できると気づき、そこからは自分のやりたいことを我慢して、苦手な単元の基礎から

見直したり、計算練習でミスをなくせるようにしたりすることを心掛けました。 

入試が近づくにつれて「緊張して落ちたらどうしよう」と思う時もありました。でも、面談の時

先生が話してくれた、「高校受験で第一志望に行けなくても大学受験の時に第一志望に行ければいい。

第一志望の高校がダメでも見返せるくらい第二志望の高校で頑張ればいい。」という気持ちを思い出

すと高校受験が終わりではないとプレッシャーが少しずつなくなり、本番も緊張せずに臨むことが

できました。 

最後に。わからないところをしつこいくらいに聞く私に納得するまで教えてくださった先生と、

私を応援してくれた周りの人と、いつも支えてくれた家族に感謝したいです。 

加藤 こずえ さん   豊田西高校 合格  

 私が受験を通して感じた１番のことは、努力してきたものが目に見えない時も諦めず取り組み続

けることの大切さです。受験生として過ごしたこの１年で忘れられないのはやはり A グループの入

試です。１年間、いや三年間頑張ってきたことを出すだけだと思って臨みました。勉強をサボって

しまう時もあったけれど自主勉強を一生懸命やってきたと自負しています。そしてようやくたどり

着いた A グループの入試でした。しかし、終わった後の自己採点…。「ヤバい」これが第一声。自然

と涙があふれてきてこれまで頑張ってきたことは自分の勘違いだったのか？と不安になりました。

まだ B グループが残っているのにすべてが終わってしまったかのような感覚でした。でもすぐに B

グループ入試がやってきます。私は B グループまでの目標を立てました。それは「絶対に悔いの残

らない入試にする」でした。B グループの入試当日、私はやり切ったと思うことができ、不安ながら

も自信を持って挑むことができました。点数は必ずしも満足いくものではなかったけれど、今まで

自分がやってきたことを出し切れたと思っています。 

努力はすぐに結果に現れず不安になったり、諦めたくなったりすることもあるけれど、それに折

れる必要はなくてむしろそれをバネにしてもっともっと先を目指していくといい結果につながると

思います。「結果に必ず自分が追いつく」私はこの言葉を信じて頑張れたと思います。 



 遠田 阿南 さん   豊田高校 合格 

 私が With に入塾したのは小学校６年生の時でした。しかし、本格的に勉強に取り組み始めたのは

中学３年生の秋でした。このままじゃダメだ、という焦りの気持ちで始めた勉強でした。毎日塾へ

自習しに行くと、それだけで栗下先生は褒めてくださり、わからないところは逐一教えてくれたお

かげで私は塾へ通うことが苦でなくなりました。 

勉強とは面白いもので、やればやるだけ結果がついてきました。私が勉強をはじめて上がった偏

差値は１０以上でした。しかしいくらヤル気があっても上手くいかないことはいくつもあって、そ

の１つが内申でした。３年生になって上がった順位は４０位、上がった内申はわずか２つでした。

もっと早くから取り組んでいれば、もっと内申があれば、第一志望の高校に受かっていたのかもし

れません。後悔がない、と言えばそればウソになってしまいますが、それ以上に私はとても満足し

ています。 

自分でやれることをやり、それなりの結果を出すことができました。この塾での経験は必ずどこ

かで生きてきます。先生はよく、高校受験で失敗したら大学受験で成功すればいいとおっしゃって

いました。私はこの言葉を胸に、今度こそ成功できるような高校生活を送っていきたいと思います。 

 松田 泰知 くん   豊田高校 合格 

 僕がこの塾に入ったきっかけは姉が入っていたからです。そしていざ入塾すると姉と一緒に塾に

自習しにおいでと言われました。しぶしぶ勉強していたのですが、そのおかげで次のテストではと

ても順位を上げました。そしてその次のテストでも順位を上げて、順位を上げ続けたまま１年生は

終わりました。しかし２年生なると調子に乗って勉強量を減らしてしまいました。バカですね…。

それでもそこそこの順位だったので満足していました。そして迎えた３年生。２年生から特に変わ

るハズもなく最初のテストは…まぁひどいですよ。それでも危機感もなくゲーム三昧の日々です！

そしてダラけきったまま迎えた１０月。私の運命を変えた三者面談！勉強しない私に先生が提案し

たのはなんと毎日４：３０に塾に来て勉強しろ！と。そしてそしてゲームは没収！「ハっ？マジか

よ？」と思いました。ガチで絶望しました。とはいえ仕方ないので次の日から言われたことをする

ようにしました。まぁ～ダルい！毎日塾で５時間以上の勉強！１週間くらいで行きたくなくなりま

した。だけどここで行かなくなったら先生に負けたことになる！と思い行き続けました！ そして数

ヶ月が経ちもうすぐ受験という時期。全然緊張していない！きっとこれまで自分が勉強してきてい

るので「できる」という実感があったからだと思います。そして受験。もちろん大成功、見事合格！ 

 言いたいこと。「人間は５ヶ月ゲームをしなくても死なない！」ということ。塾の先生の言ってい

る鬼畜なことは実は自分のために言ってくれているので素直にきいておこう！ということ。以上。

良い塾だよ With！ 



～第１０期生～ 

松田 栞奈 さん   豊田西高 合格 

 私は With に入る前まで勉強をしていませんでした。それでも真ん中くらいの順位だったので「ま

ぁ、別にいいか」と思い、２年間何となく過ごしていました。それでも私の中で「豊田西高に入りた

い！」という思いがあり、さすがにこのままではヤバいかもしれないと思い、塾に入りました。でも

私は入塾したことで「塾に行っている」ということに満足してしまい、家でも塾でも勉強しませんで

した。ですが、塾でのテスト対策のおかげで順位も上がり、私は調子に乗ってしまいました。先生に

「勘違い甚だしい！他の子はもっとやってるぞ」と言われ、その言葉は私の心に深く刺さりました。

周りが見えていませんでした。そう言われてから意識して周りの子を見てみると、自習室で１日ずっ

と勉強している子、ワークを何度も何度も繰り返し解いている子、私は自分が恥ずかしくなりました。

そこから私は必死に勉強しました。そして第一志望の豊田西高に合格することができました。塾に入

って自分の甘さや、努力することの大切さなど本当に様々なことを学ぶことができました。本当にあ

りがとうございました。先生、塾の仲間、両親、家族、いろいろな人の支えがあったからこそここま

でやってこれたと思います。 

後輩の皆さんへ。きっと辛いことばかりだと思います。でもやったことは無駄にはなりません。そ

して周りを見てください。きっと支えてくれる人はたくさんいるはずです。頑張ってください。 

梅木 陽菜 さん   豊野高校 合格 

 ２年生の冬に私が「豊田西高に行きたい」と言ったのがきっかけで、先輩と両親に勧められて With
に入りました。はじめは勉強のやり方が全然わかっていなくて、特に英語は主語と動詞がどこにある

のかすらわかっていない状態でのスタートでした。でも先生のわかりやすい説明と反復で英語が少し

ずつですが理解できるようになり、去年の冬の入試対策の長文読解で初めて「英語楽しい！」って思

いながら解くことができました。もし塾に通っていなかったら、苦手な教科を今まで以上にほったら

かしにしていたかもしれません。 

私のこの１年半は楽しく通った日もあれば、渋々通った日もありました。しかし応援し続けてくれ、

この恵まれた環境を作ってくれた両親、時にキツイことを言うこともありましたが、それを受けて「変

わろう」と思える機会を与えてくれ、面白い授業や礼儀も教えてくれた先生。本当に感謝しています。

ありがとうございました。 

高校受験はゴールではないので With で学んだ勉強方法などを高校生活で生かし、将来の夢を必ず

叶えて両親に恩返しできるように頑張ります。 



蟹江 玲奈 さん   豊田西高校 合格 

 私は豊田西高校と豊田北高校を受験しました。私の受験勉強が本格的に始まったのは１月になって

しまってからでした。それまでできていた勉強が、９月の海外派遣でイギリスに行ってから急にヤル

気を失ってしまい、できなくなってしまいました。その時から「豊田西高なんて受からなくていい。

不合格になるくらいなら豊田北高でいい」と思うようになり、いつの間にか受験をすることさえあき

らめるようになっていました。その頃、学校の先生には「あなたには豊田北高があっている」と言わ

れ、さらに勉強から距離を置くようになりました。ところが栗下先生には「高校で終わりじゃない、

逃げるな！」と言われました。その時は「私の思いを知らないのに何？」とイライラしてしまいまし

たが、今は先生に感謝しています。どんなことにも逃げてばかりいては、何も得ることができないの

だなと感じました。自分ができないことに対してのイライラや悔しさで勉強から逃げていましたが、

私の受験勉強はここから始まりました。私はそのイライラや悔しさでよく泣いてしまいました。私が

泣くことで家族にはストレスになってしまったかもしれませんが、私は自分が泣き虫でよかったと思

っています。これからも自分の泣き虫を活かして勉強に向かっていきたいです。最後に今まで支えて

くれた両親、祖父母、先生、本当にありがとうございました。

前川 咲 さん   豊田高校 合格

 私は受験を通してたくさんのことを学びました。楽をするとあとから苦しくなること、内申がとて

も大切だということ。この２つは中学一年生の頃から両親や先生に教えられてきたことです。私は年

が明けるまで、どれだけ苦しくなるのか、どれだけ内申が大切なのかわかっていませんでした。年が

明けてこのままではいけないと思い、自習室に通って勉強しました。偏差値は第一希望の高校に届く

ほど上げることができましたが、内申を上げることはとうとう最後までできませんでした。まだまだ

先だと思っていた試験日が近づくと、復習や暗記などしなければならないことが増えました。私は試

験日までに苦手なところをすべて復習するつもりで頑張りましたが間に合いませんでした。もっと早

くから勉強していればすべてやりきることができたのにととても後悔しています。私はこの３年で学

んだこと、気づいたことを高校生活にしっかり生かして、夢を叶えることができるようになりたいで

す。中学１年生・２年生・３年生の皆さん。後から後悔しないように今、勉強を頑張ってください。



～第９期生～ 

遠田 源空 くん   豊田西高校 合格  

 僕が With に入塾したのは小学校５年生の時でした。それまで勉強してこなかった僕にとって、栗

下先生の授業は新鮮で楽しかったです。しかし、それは塾での勉強に限り、家ではまったく勉強して

いませんでした。中学に入り、最初のテストがありました。結果は思っていた以上に良くて、それか

らはさらに勉強しなくなりました。当然、成績はどんどん下がっていき、気がついたら１年生の最初

の頃とはまるで違っていました。そんな僕のやる気を引き出してくれたのは栗下先生でした。先生は

僕に「おまえは逃げる道があっていいな」と言いました。それは僕の将来の夢のことでした。僕には

夢があります。ですがそれは勉強してなれるというものではなかったので、心のどこかでそれに甘え

ていました。その言葉をきっかけに今までの自分を改め、必死に勉強をしました。そして僕は第一志

望の豊田西高校に合格しました。僕を支えてくれた両親、一緒に頑張ってきた塾の仲間たち、そして

何より僕が勉強するきっかけを作ってくれた栗下先生に本当に感謝しています。今までありがとうご

ざいました。 

中原 梨愛 さん   名東高校国際英語科 合格 

 私は２年生の秋に With に入塾しました。それまで通っていた塾の先生があまり好きではなく、成

績も伸び悩んだので塾を変えることにしました。生徒数が少ないので、発言や質問がしやすいのが私

に合っていて成績を十分に伸ばすことができました。去年までは豊田西高を目指していましたが、２

年生の時に英語の勉強が楽しくなり、英語を生かせる職業に就くことを夢見るようになったので英語

に普段から触れることができる名東高校国際英語科を第一志望にすることに決めました。 

３年生になって私が本気で受験勉強を頑張ったと言えるのは１２月からのことです。私は理科の応

用問題がとても苦手なので苦労しました。夏休みや冬休みのテキストにはない難しい問題も先生が貸

してくださったテキストやプリントのおかげでたくさん解くことができて入試に備えられました。分

からない問題を聞くとすぐにわかりやすく教えてくださったことがとても助かりました。 

夏に受験勉強をサボってしまったことは今、少し後悔しています。でも１２月からの私は自分の精

一杯の努力をし続けたと胸を張って言えるし、「名東高校合格」という結果がついてきたので受験勉

強は辛かったけど、最後まであきらめずに頑張って良かったと心から思っています。 

私は今までどんなことも中途半端に終わっていたように感じますが、この一年間、目標に向かって

頑張れたことは私の自信になりました。「努力は必ず報われる」という言葉は本当のように思います。

これからもこの一年で得たたくさんのものと共に夢に向かって頑張っていきたいです。 

そして、今までたくさんの言葉をかけてくださった先生には感謝しかないです。本当にありがとう

ございました。 



前田 竜旗 くん   豊田西高校 合格 

 僕は３年生の夏から総合学習塾 With に入りました。３年生最初のテストがとても悪く、内申が下

がりそうで不安でいっぱいでした。塾に入ってみると先生がとてもわかりやすい授業で親身になって

協力してくれました。そのおかげで３年間で１番良い順位を取ることができ、内申も上げることがで

きました。内申が上がったことで悩んでいた志望校も上げて、そこに向かって努力をするようになり

ました。 

With にいた時間は短かったけど、僕は With に入って本当に良かったと思います。自分が本当に

行きたいと思っていた学校をチャレンジせずに逃げて他の学校に行かなくて本当に良かったと今は

思っています。これからも可能性があるものに対してチャレンジしていきたいと思います。 

これから受験をする後輩達に。僕が大切だと思うことは日々、自分が決めた目標に対してまっすぐ

に取り組むことだと思います。その努力を欠かさなければ夢は叶うと思います。受験は大変なことも

多いけど頑張ってください。 

丸山 柚葉 さん   豊田北高 合格 

 私は３年生の夏休みに夏期講座を受け With に入塾しました。その時の私は自分なりに勉強を頑張

ってもなかなか成績が上がらず、勉強の仕方に悩んでいました。しかし With に入塾し、先生の言う

とおりに勉強すると、どんどん成績が上がりました。先生は勉強を教えてくれるだけでなく、やる気

を出させてくれる声掛けや、将来のことについて話をしてくださいました。そのおかげで私は勉強へ

のやる気を維持することができ、点が取れる勉強の仕方も学ぶことができました。夏からの受験勉強

は楽なことばかりではなかったけれど自分なりに頑張れたと思います。そして、第一志望の豊田北高

校に合格することができました。 

後輩の皆さん、先生の言うとおりに勉強を頑張れば必ず力がつきます。夢に向かって頑張ってくだ

さい。先生、半年間ありがとうございました。With に入って本当に良かったです。これからも自分

の夢に向かって頑張っていきます。 



～第８期生～ 

内山 綾乃 さん   豊田北高校 合格  

 私は中学３年生の１年間、成績はもちろん、自分自身が大きく変わることができました。 

私は小学校５年生の頃に With に入塾しました。その頃は自分の行きたい高校も将来の夢もありま

した。だから夢を叶えるために必死に勉強をしていました。そんな私が変わってしまったのは中学２

年生の夏過ぎでした。そろそろ進路について考えなければいけない時期。ところがその頃には行きた

い高校も将来の夢も、やりたいこともなくなっていました。やりたいことがないなら勉強をしなくて

もいいんじゃないか？という考えが頭をよぎり、いつの頃からか私は勉強を少しずつサボるようにな

りました。どんどん落ちていく順位と内申。「ヤバイ！」と思った時にはもう遅く、１番良かった順

位に近づくことはありませんでした。そんな私に唯一、活を入れてくれたのが栗下先生でした。中３

の夏休み前、塾の３者面談で私は泣きました。その場でお母さんと先生に「頑張る」ことを約束しま

した。そこからは必死に勉強しました。迎えた中３の冬。もしかしたら「ダブル落ち」かもという不

安、これ以上志望校を下げたくないという「プライド」。学校の先生には「本当にいいのか？」と聞

かれたけどそのまま志望校を下げずに挑戦することに決めました。 

合格発表当日、結果は豊田北高校合格。目指した第一志望ではなかったけれど、頑張って良かった

と思える結果になりました。 

最後に塾生の後輩のみなさんへ。 

悔いのない受験をしてください。不安なこともたくさんあると思うけど、受け止めてくれる人がい

ます。それを忘れないでください。今までありがとうございました。  

馬渕 華奈 さん   豊田西高 合格 

 私は２年生の途中から With に入塾しました。それまでもそして入塾してからも私は全然勉強をし

ていなくて、本気で受験勉強を頑張ったと胸をはれるのは１２月のことでした。きっかけは先生が貸

して下さったワークでした。「これを三日でやってこい」と言われ、最初は「三日で???」と思ったけ

ど、受験まで１００日を切っていて３日間でも貴重で、もう時間がないんだということに気づき、そ

こから勉強を始めました。始めるのが遅かったし、夏休みも冬休みの半分くらいはサボっていたので

なかなか成績が伸び悩んでいました。それでもやるしかないと覚悟をきめて自習室に通い、勉強して

いると先生は声をかけてくださったり、わからない問題を教えてくれたり、私が苦手な問題を伝える

と勉強方法をアドバイスしてくれたり、別のテキストをくださったり、真剣に相談にのってください

ました。先生には本当に感謝しています。それと塾に通わせてくれ、支えてくれた両親にも感謝して

います。 

 結果は無事、第一志望の西高に合格しました。しかし、本当に１番行きたかった高校は受験するこ

ともできませんでした。西高の合格すらあやしかったのに図々しいかもしれませんが、夏休みから勉

強しておけばよかったなぁと後悔しています。これから受験を迎える皆さんは、早くから目標を持っ

て、勉強を続けて後悔の残らないように頑張ってください。 



 澤田 知憲 くん   豊田南高 合格 

 僕は中学１年生の時、この総合学習塾 With へやってきました。それはちょうど秋になってからの

ことで、初めて迎えた中間テストのデキが散々なものだったからです。そんなとき小６まで入ってい

た塾の先生から With のことを教えてもらい、入塾の面接を受けました。体験授業での雰囲気もよく、

何よりとても面白くて楽しくて入塾を決めました。しかし不安要素もありました。当時、僕にとって

大変だったのは月曜日に実施される「重要構文」でした。面接のときにも説明され、やれると思って

いましたが、実際には全く満点が取れず、スタンプをもらえるようになったのは２年に上がってから

だったと思います。「みんなが努力できていることをできないなら塾に来るな。」という先生の言葉に

僕は本当に辞めてしまおうかと考えたこともありました。授業後、先生に呼び止められ「おまえを呼

びとめたのは、誰よりも早く塾に来て勉強しているのを見ているからだ。」と言われ、僕はその時か

ら気持ちが変わりました。今まで以上にしっかりと勉強してくるようになり、少しずつテストでも満

点を取れるようになりました。きっとあの夜の出来事がなかったら、僕はここにはいなかったでしょ

う。こうして思い返せば、たくさんの思い出が With にはあったなと思います。 

 順位も着実に上がっていきましたが、受験シーズンに入りピリピリとした緊張感の中でみんなが勉

強を頑張るようになり、だんだん上がらなくなり焦りを感じたこともありました。入試では思うよう

に解けず、受験後に自己採点をした日の夜は全然眠れなかったです。でも、無事第一志望に合格した

時は飛び上るほど嬉しかったです。ここまでこれたのも栗下先生や両親のおかげです。今まで本当に

ありがとうございました!! 

 藤田 百瑛 さん   豊田西高校 合格 

 私は豊田西高等学校に合格することができました。中学２年生になると、１年の時よりも勉強内容

が難しくなり、日々の勉強でも宿題を終わらせることしかできなくなり、だんだん成績が落ちていま

した。そんな時に私は With に入りました。勉強と部活の両立が難しく、体調を崩してしまうことも

ありましたが、栗下先生の温かい指導で自分なりに生活リズムを整えていくことができました。また、

言われないとできなかった勉強も With に入ってからは自ら進んで行うように、３年生に向けて少し

ずつですが成績を上げていくことができました。３年生になると生活の中心が勉強になり、家でも積

極的に問題を解いたり、自分に必要な勉強を取り入れるようになりました。その結果、とても良い状

態で受験に向かうことができました。 

受験まではすごく大変だったけど、今ではあのとき頑張っていて本当に良かったと思うことができ

ました。栗下先生には本当に感謝しています。これからも自分の夢に向かって、頑張っていきたいで

す。 



～第７期生～ 

伊藤 るい さん   豊田北高校 合格  

 私は With に入って様々なことを学ぶことができました。それは勉強面だけではなく、私自身を大

きく変えてくれました。 

私は小学５年生の頃に入塾しました。その頃はあまり勉強が好きではなく、言われてからするとい

うことが多かったです。また、得意教科がなかったのですぐに何に対してもあきらめてしまっていま

した。中学生になった頃、課題やテストなどの量が多くなり、さらに授業の進みも速くなり正直つい

ていくのが精一杯でした。しかしその時、以前栗下先生がおっしゃっていた言葉を思い出しました。

「勉強をするにあたって大事なのは、勉強するという姿勢を行動で示すこと。学校から帰ってきたら

まず自分の勉強机に向かえ！」私はその言葉を思い出してから、自分から変わっていこうという気持

ちを持つようにしました。中学では小学校の時よりも覚えるものが多くなり、また難易度も上がりま

した。中学に上がったばかりの頃はそういうことに悩まされました。なかなか内容が理解できない、

どうしてこうなるのかわからない、といった疑問をたくさん持ちました。しかし、With に行くと一

問一問丁寧に教えて下さって、解けなかった問題がだんだん解けるようになり、苦手だったものが得

意になるものもありました。また受験で私が高校の選択で悩んでいたときも相談に乗ってくださり、

試験の結果が不安だったときに勇気づける言葉をかけてくださったのでとても励みになりました。本

当に感謝しています。 

私は４月から高校生という新たな一歩を踏み出します。高校生になっても「一生懸命取り組む」と

いうことを常に心がけ、もっと高いレベルへ挑戦していきたいです。そして、そこで得たものを将来

へつなげていきたいです。  

山﨑 大生 くん   豊田高専 合格 

 僕はこの春、幼いころから行きたいと思っていた豊田高専に入学することができました。この結果

が出せたのは、With に入塾したこと、そこで栗下先生に勉強について多くのことを教わったからだ

と思っています。僕の受験した豊田高専は公立高校の試験とは試験形態も問題も異なり、勉強方法も

違うものでしたが、先生はいつも親身になってアドバイスをしてくださいました。そのおかげでとて

も効率的な受験勉強ができました。 

僕は中学２年生の終わりに With に入塾しました。With に入るまでは「豊田高専に入る」という

明確な目標があったにもかかわらず、勉強を怠け、頑張ろうとしないという最悪の状態にいました。

しかし、僕は With に入り変わることができました。先生に様々なことを教えていただく中で、勉強

への取り組み方や勉強方法が改善され、成績もグングン伸びていきました。その結果、受験当日には

「これだけやってきた」「ここまでできるようになった」という気持ちで臨むことができました。正

直に言うと、すべての教科で納得のいく結果を出せたわけではありません。でも僕はその日、その瞬

間にできる自分の１００％を試験で出せたと思っています。 

With に通っている皆さん、受験勉強で大変なこと、苦労することがあると思います。もし１人で

解決できないなら栗下先生に相談してみてください。きっと解決してくれると思いますよ。 



  伊藤 黎 くん   岡崎高校 合格 

With で過ごした５年間は自分を大きく成長させました。学力はもちろん、人格の向上にもつなが

ったと思います。 

自分は小学５年の時に入塾しましたが、その際この With を選んだ大きな理由はクラスが少人数編

成である、という点でした。だからこそ大手予備校とは違い、先生が生徒一人一人により時間をかけ

て教えてくれるのではないか、また自分も先生に質問しやすいのではないか、と考えて入塾を決めま

した。入塾当初、自分は勉強があまり得意ではありませんでした。ただただ言われたことをこなすだ

けで、自分から積極的にペンを持つということが多くありませんでした。小学校を卒業し、中学生に

なる頃、自分の勉強に対する意識や思いが大きく変わりました。「中学校では小学校とは違い、授業

のペースが速くなり、尚且つ難しくなる」という栗下先生の話に自分の心が大きく動き、その話がそ

の後の自分の成長につながったと思います。そこから今日に至るまで、自分でも驚くほど成長するこ

とができました。それは With の授業が理解しやすく、基本から応用まで幅広いレベルの問題を多く

解くことができたから、ということはもちろんのことです。しかし、１番の理由は毎回の授業での先

生の話に合ったと自分は思います。特に受験生であったこの一年は先生の話が勉強で悩んでいた自分

への励みになり、そのおかげで困難を乗り越えていくことができました。一つ一つの話がその後の原

動力になったことは間違いありません。本当に感謝しています。 

岡崎高校への進学が決まり、今後はさらに質の高い勉強が必要になってきます。この With で培っ

た力を今後に生かし、自分の将来に向けてさらに様々な面で挑戦していきたいです。 

 内丸 結里加 さん   豊野高校 合格 

 私は豊野高校に合格しました。ですが、豊野高校は第一志望ではなく第二志望の学校でした。第一

志望の豊田東高校には残念ながら合格することができませんでした。 

 私は中学校に上がるときにこの With に通うようになりました。１年生の頃は成績も安定していて

内容もしっかり理解できていました。ところが２年生になってから、気が緩んでしまうことが多くな

り、学校にも何回も遅刻をしてしまったり、学校に行けない日すらありました。そんな日がしばらく

続き、成績もどんどん落ちていき、授業にもついていけなくなるくらいまで下がってしまいました。

今考えてみれば、「なんであんなことしたんだろうな」って思うこともあるけど、でもそんな経験が

あったから、今ここまで戻ってこれたのかなとも思っています。もちろん自分一人の力ではなく、塾

の先生や家族、友達などたくさんの人に支えられたからこそだと思っています。特に塾の先生や両親

には本当に迷惑をかけてしましました。それでも最後までそばにいてくれた先生や両親には感謝して

います。これからもこの感謝の気持ちを忘れず、また後悔することのないように全力で頑張っていき

たいです。 

 最後に今の２年生・３年生のみんなに。 

これから先、辛いこと、苦しいことがいっぱいあると思うけど、悔いの残らないように最後まで全力

で頑張ってください。 



 遠田 龍樹 くん   豊田高校 合格 

 僕は小学校６年生の時に With に入塾しました。ここでなら、楽しくずっと頑張っていけるだろう

というのが僕の最初の印象でした。 

僕は勉強が嫌いでした。今でも好きではありません。サボってしまうことも多かったし、そのせい

でテストの結果が悪くなってしまうこともありました。しかし With では自分と真剣に向き合い、今、

自分がするべきことは何なのかをしっかりと考える機会を持つことができました。また、僕は高校の

進路についてとても悩んでいる時期がありました。中学校の先生と意見がぶつかったり、考え直すこ

とを促されたりして自分がどうするべきなのか、どうしたいのかをはっきりさせることができずにい

ました。でも、両親や塾の先生に相談し少しずつ見えてきました。先生は僕の気持ちをはっきりさせ

るために色々と僕と話す機会を設けてくれたり、励ましたりしてくれました。そのおかげで僕は第一

志望の高校に合格することができました。今、自分の結果に心から満足することができるのは自分の

努力だけではなく、本当にたくさんの事をこの塾で学ぶことができたことや、先生、両親、周りのみ

んなの支えがあったからだと思います。 

この教室で学んだ４年間は決して楽なことばかりではありませんでしたが、僕は人間的にも成長で

きました。この塾に入って本当に良かったです。 

 布谷 りりな さん   豊田北高校 合格 

 受験生としての私の１年間。勉強か運動かと言われれば確実に私は運動！だから、いくら中３とな

り受験生となったとしても、そこまで勉強に力が入らない日々が続いていました。特に夏休みまでは

部活が続いているので、家に帰って勉強しなくっちゃ！と思っても「あ～部活で疲れた!!」と言って

そのまま寝てしまう日々の繰り返しでした。だから、テストの順位も２年生の時から全く変わりませ

んでした。それどころか数学に至っては点数が下がっていく一方でした。部活も終わり、「さぁ、受

験勉強の夏！」となるはずの夏…。周りの友達も勉強にどんどん身が入っていく。それに対して全く

勉強に身の入っていないダラダラとした自分。夏休み明け最初の学診と前期期末テストは学診こそ順

位が変わらなかったものの、期末テストはとうとう２０番くらい下がってしまいました。ヤバイ…。

後期中間テストこそは!!という思いで臨んだが、結果変わらず…。迎えた１１月２７日、自分改革が

始まった日であり、それがデキた日。やっと受験生らしい自分になれた。私たち受験生にとって最初

の受験は私立高校。私はずっと中京大学附属中京高校を受験したかった。中京は学力レベルが高いし、

人気も高い。学校の先生達からも「ムリだ！」と反対されたが、私は自分の意志を貫いて受験した。

とにかく過去問をたくさん解いた。中京の倍率は７倍だった。まさか受かっているとは予想もしてい

なかったが受かっていた。この勢いで公立の受験もとひたすら頑張った。第一志望は組み合わせの都

合で西高。第二志望が北高。かなりのチャレンジとなった公立受験。ダブル落ちも覚悟はできていた。

西高の入試はまずまずの点数だったが、北高の入試でやってしまった。普段取ったことのないような

点数を取ってしまい、ダブル落ちだと思い込んでいた１週間は長かった。合格発表当日、北高合格を

見たとき本当に嬉しかった。自分はコツコツ派ではないがやるときはやる！もし、私みたいな子はな

るべく、コツコツやった方がいいと思います。 

最後に、先生ありがとうございました。北高の入試の日に電話で励ましてくれてちょっとだけ気が

まぎれました。迷惑もかけましたが With の生徒でよかったです！  



～第６期生～ 

鈴木 琢真 くん   豊田西高校 合格  

 僕は豊田西高に合格し、4月から新しい生活を送ろうとしています。思い返せば、去年の今頃は兄

の豊田西高合格が決まり、うらやみ、自分には無理だろうなと思っていました。しかも、その頃の僕

は勉強に全く興味がなく、手を付けようとすら思っていませんでした。 

そんな中 With に通わせてもらうことになり、少しはやる気になったものの、相変わらず勉強をし

ない僕は塾の授業時間もちょっと大変でした。今にして思えば、とても情けないです。ただテスト対

策でやったことが点数に繋がり、順位も上がり、実力がついてきていると感じるようになりました。

そこからは少しずつ意欲も芽生え、塾で解く難しい問題を考えたりするのがとても楽しくなりました。

授業では先生がタイミングをみていろいろな話をしてくれ、いい雰囲気で授業を受けることができま

した。先生の授業は僕の苦手や得意に関係なくどれもわかりやすく、わからないところがあっても、

わかるまで教えてくれるのでためになりました。先生は時に厳しくキツイことを言うこともありまし

たが、それを受けて「変わろう」と思えたし、この 1 年があったからこその合格だと思っています。

本当にありがとうございました。 

高校合格がゴールではないので、これからは自分の力で考え、さらに発展させ、さらに上を目指し

て頑張っていきます！  

 小薗 郁人 くん   豊田南高校 合格 

 僕は１年生の終わり頃に With に入塾しました。その頃の僕は勉強の仕方もわかっておらず、テス

ト前もただ何となく机に向かっているだけでした。もちろん結果は散々でした。そんなときに親に勧

められたのが With でした。初めはなぜか塾に入るのが嫌で、渋々通っていました。しかし、入塾し

てすぐの定期テストで順位が跳ね上がりました。両親も驚くほどの成果でしたが、何より自分が１番

驚いていました。そこで初めて今まで感じたことのなかった勉強の達成感を実感できました。それか

らは自分に合った勉強方法を見つけ、勉強をするようになり、今に至っています。 

しかし、ここまで来ることができたのは当然、自分１人の力ではなく、様々な人に支えられてきた

からだと思っています。先生にはたくさんの事を教わり、人としての礼儀やマナーも教わりました。

入試に向けても最後まであきらめるなと応援し続けてくれました。それもあって人として成長するこ

とができたと思います。そして塾に通うことができたのは、両親のおかげです。とても感謝していま

す。 

こうして、様々な人に支えられて今の僕がいます。これからも感謝の心を忘れずに頑張っていきま

す。 



 穴水 里奈 さん   豊田高校 合格 

 私は With に入ってから自分に合った勉強の仕方を見つけていくことができました。塾に入る前は、

どのような勉強をすれば良いかわからず、テストでも点数が全然取れませんでした。それが塾に入っ

て、すぐにできるようになったわけではありませんが、少しずつ成績が上がっていき、テストの前か

らキチンと勉強に取り組むこと事ができるようになっていきました。結果が出て、点数や順位などを

みると、上がった教科はとても嬉しくなり、下がってしまった教科は次に頑張るゾと思えるようにな

り、実際にしっかりと復習するようになりました。 

塾の授業では日頃学校で習うことを先取りしてやってくれたり、重要な単元は復習をやっているか

のようにリピートして教えてくれて、とても助かりました。テスト対策では、テスト範囲を徹底して

やってくれ、対策プリントもたくさんもらえました。そのおかげで、自分の苦手なところを知り、わ

かるまでやることもできたのでそれも大きな力になっていたと思います。私の目標順位は２ケタにな

ることでしたが、あっという間に達成することができ、３年生のテストでは過去最高順位を取ること

ができ、それをさらに何度も更新することができました。本当に嬉しかったです。自分が努力したこ

とが結果になって返ってくることを体験することができました。正直、私は自分の成績がここまで上

がると思っていませんでしたが、With が勉強を支えてくれたおかげだと思います。高校でも、しっ

かりと予習・復習をやって、頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。 

 丸山 龍之介 くん   豊田北高校 合格 

 僕は中学に入学する前からなので、３年間 With に通いました。塾に入ってから２年の途中までは

成績も上がってとても順調でした。ところが２年の後半からは気持ちが緩んでしまうことが多くなり、

成績も伸び悩みはじめ苦しんでいました。塾で毎週やる重要構文も１０点を取れない時期が続きまし

た。そんな僕をみて先生は「次、１０点を取れなかったら…」とプレッシャーをかけてくれたり、夏

休みにだらけず自習ができるようにイベントを準備してくれたり、常に声をかけてくれたりと勉強す

る環境を整えてくれました。そのおかげで成績も戻ったし、第一志望だった豊田北高に合格できまし

た。本当に感謝しています。たぶん With に入ってなかったら北高合格を達成する以前に、自分の時

間のあるときに「勉強をする」という習慣が身につかなかったと思います。この習慣を高校でも続け

ていき、大学受験も成功できるように頑張ります。 

With での３年間、第一志望に合格できるようにそばでサポートし続けてくださった先生、雨の日

の送り迎えや、テスト対策や自習の時のお弁当を準備してくれ、塾に通わせてくれた両親への感謝の

気持ちをしっかり成績で返せるようにこれからも頑張っていきます。 



～第５期生～ 

内丸 能雅 くん   豊田東高校 合格  

 僕は With に入って本当に良かったです。なぜなら大嫌いだった勉強を好きになることができたか

らです。努力すればするほど結果が出るとわかって、「もっと順位を上げてやる！だからもっと勉強

しよう!!」とやる気に繋がりました。また、塾の仲間も同じように頑張っているから負けられないと

頑張ることができました。そして With で頑張り続けた結果、第一志望の高校に合格することができ

ました。合格できたのはいつも支えてくれた両親、受験に向けてともに頑張ってきた仲間、そして何

より自分を理解して、応援し続けてくれた先生の存在が大きかったです。なかなか結果が出ないとき、

受験が近づいて不安なときにいつも先生の言葉を聞くと前向きな気持ちになれました。そんな先生に

僕は一言だけれど感謝の気持ちを込めて伝えます。 

「ありがとうございました。」 

最後に僕から With の生徒の皆さんに伝えたい言葉があります。それは「努力は人を裏切らない」

という言葉です。実際に僕は１年生の時に比べて内申が１２も上がり、テストの順位も６０番以上あ

げることができました。だからコツコツ努力して、最後の最後まで諦めずに第一志望の高校向かって

頑張ってください。応援してます!! 

鈴木 涼太 くん   豊田西高校 合格 

 僕が With に入ったのは中学２年生の終わり頃でした。その時は勉強に気が入らず、成績も伸びず、

苦労していました。そんな時にこの塾を教えてもらい入塾しました。その結果、うろ覚えだったとこ

ろをしっかり復習することができ、頭に入るようになりました。復習がしっかりできるのが塾のいい

ところだと思います。普段の授業は学校よりも先に進んでいる教科もあるので予習もできます。時に

は高校で習う内容も教えてくれ、それがテストでとても役立ちました。 

 あと先生が１人１人に対してその子にあったアドバイスをしてくれるのがいいなと思いました。小

さな学習塾だからこそできることは他にもたくさんあると思いました。授業が面白くて楽しいし、そ

のうえ内容はしっかりしたものだったので通いがいがありました。いい点数を取れば褒めてもらえ、

気が抜けていれば活をいれられます。 

With のおかげで豊田西高を受検するための学力がつきました。先生には本当に感謝しています。

１年間ありがとうございました。高校に行っても頑張ります!! 



 大垣 翔海 くん   豊田高校 合格 

 僕は入塾するまで勉強の仕方がわからず、そのため点数も納得いくものが取れませんでした。中学

１年生の時は努力することもなかったです。しかし、中学２年生になり、友人に勧められ With に入

りました。 

 この塾は「宿題もなく、楽そうだな」と思ったのが入塾理由でした。しかし、実際は楽ではありま

せんでした。もともと努力家ではない僕には「重要構文」という覚えなくてはいけないものの練習が

足りなくて、７点や８点を繰り返すばかりでした。中学３年生になり受験が近づく中、塾でも勉強量

が増え、忙しい毎日でした。さらに塾でも高校について考える面談がありました。僕は人と話すこと

があまり得意ではなく、正直面談はあまり好きではありませんでした。 

 その面談では自分の甘さや怠惰な面を厳しく指摘され、泣いたりしていました。泣くたびに自分を

変えようと決心することができ、少しずつ強くなれたと思います。そのおかげで僕はここまで成長で

きたんだと感じています。 

 受験を終え、最後まで一緒になって進路を考えてくれた先生と、影から見守ってくれた両親にとて

も感謝しています。これからもこれまで以上の大きな壁が立ちはだかっても、With で学んだ「努力

の大切さ」を生かして頑張っていきたいです。 

 今井 逸人 くん   豊田北高校 合格 

 受験の約１年前、僕は自分の成績に不安を募らせていました。「自分は第一志望の高校に行けるの

だろうか？」毎日そんなことを思いながら過ごしていたある日、With に通っている友達から話を聞

いて、行ってみようと思いました。以前に通っていた塾は授業のスピードがただ速いだけで、何がわ

からないのかもわからなくなった経験があり、最初はとても不安でした。でも先生の授業を受けてみ

ると、とてもわかりやすい授業で、今まで苦手だった数学や理科もだんだん点数が取れるようになっ

てきて、とてもうれしくなりました。個人面談でも豊富なデータをもとに的確にアドバイスをしてく

れて、合格するために何をするべきかがとてもよくわかり、学習を進めやすくなりました。 

 塾に入ってから僕の成績は少しずつ上がっていき、勉強に対するやる気も湧いてくるようになりま

した。わからないことがあれば何でも聞いた方が良いということもわかり、学校でも塾でも積極的に

質問するようになりました。以前の自分とは変わったような気がしました。 

 入試まであと１ヵ月になった頃からは問題をたくさんこなして、本番で点数を取るための術を教え

てもらい、とても役に立ちました。第一志望に合格できた今、思い返してみると、With に入って勉

強をしてきて本当に良かったと思います。 



～第４期生～ 

岩見 瑛里加さん   豊田南高校 合格 

 私は第一志望であった豊田南高校に合格しました。とても嬉しかったです。私が塾に入ったのは１

年生の前期中間テストが終わった頃でした。そのテストの順位がとても悪く、塾に入ることを決めま

した。塾に入ってから臨んだ、次の前期期末テストで順位がかなり上がり、それからだんだんと順位

を上げていくことができました。 

しかし、私は２年生で内申が２つ下がってしまいました。その頃は内申の大切さをあまり理解して

いませんでした。なのでテストも順位が悪かったりして、少したるんでいたかな？と思います。面談

で先生に厳しい話をされた直後の２年生の学年末テストでは過去最高順位をとることができました

が、３年生の前期中間テストではまた戻ってしまいました。私は英語が得意だったので、学校の授業

中もたくさん発言したり、テスト勉強も頑張りました。それでも思うような点数が取れず悩んだりし

た時期もありました。 

塾に入って私は学力がついたと思っています。順位が上がったときには誉めてくれ、順位が悪いと

きには笑いとばしてもらい、先生には本当に助けられました。そんな先生をはじめ、私を支えてくれ

た家族、友達に感謝しています。もし塾に入ることを迷っている後輩の皆さんがいるのなら、総合学

習塾 With に入塾することをオススメします。 

豊田南高生になれることを本当に誇りに思います。 

鈴木 湧也くん   豊田北高校 合格 

 僕は中学１年生の冬から With に入塾しました。その頃の成績ではとてもじゃないけど西高・北高

は合格はおろか受けることさえ危ないという状況でした。しかし With に入塾してから内申の大切さ

や、積み重ね、間違えたところは何度も消してやり直すという勉強方法を身につけていくうちに成績

も上がっていきました。塾では先生が授業を面白くしてくださったり、礼儀を教えてくださったりし

て、社会で大切なことも教えてくださいました。あと、わからない問題を質問すると、分かりやすく

丁寧に説明してくださりとても助かりました。 

中学三年生になって受験勉強が本格的になってきた頃、「みんなもたくさん勉強しているこの時期

に気を抜いたら一気に差がつくぞ」と気合を入れていただいたおかげで受験本番まで気を抜かずに取

り組むことができました。 

受験当日は「取れなかった教科があっても次の教科に引きずるな」とアドバイスされていた通りに

でき、思うようにいかないながらも点数を一気に落とすことはありませんでした。西高の入試の時、

自分が今解ける問題をしっかり解いて点数をとるということができ、いい経験になりました。惜しく

も西高には届きませんでしたが、With に入塾してからの二年間で、当時絶望的だった西高と北高の

受験ができるまでになってよかったです。With に入塾して本当にいい経験ができたと思います。 



沼田 恭果 さん   豊野高校 合格  

 私が塾に入ったきっかけは母からの勧めでした。学校の担任にも「塾は好きで入らないと成績上が

らんよ。」と言われ、私も「塾なんて･･･」と思い、拒否していました。でも入ってよかったと思うこ

とがいくつもあります。 

 １つ目は先生の指導がとても熱心なことです。他の塾の見学にも行きましたが、わからない所をそ

の場や授業前に聞くことができませんでした。With ではその場でわからない所を解決してくれたの

で、苦手なところが少しずつ減った気がしました。 

 ２つ目はテスト対策です。テスト範囲に合った対策をしてもらったり、プリントをたくさん準備し

てもらい、本番では似た問題が出題されて思い出しながら解くことができました。 

 ３つ目は面談です。学校よりも詳しい進路情報を教えてくれたり、自分の勉強方法で悪いところな

どを教えてもらえたので良かったです。 

 私が With に入ったのは中２の春です。こんな塾があるならもっと早く入ればよかったと思います。

私は公立入試を推薦で合格しました。推薦で合格した人は一般で受かった人より学力が低いと言われ

ますが、塾で教わったことを生かし、決してそうではないことを証明し、発展クラスには入れるよう

にします。今まで支えてくださった皆さん、ありがとうございました。  

砂原 つかさ さん   豊田東高校 合格 

 私は３年の夏に塾へ入りました。それまで「まだこれから頑張れば何とかなる」と言い訳して塾へ

入らなかったけど、周りの友達のほとんどが塾に入っていたし、その子達が成績を上げて喜んでいる

一方で、自分の成績は上がらないままだったのでとても焦りました。塾に入って最初の授業は緊張も

あったけど、思っていた以上に授業が分かりやすく、通っている生徒のみんなが楽しそうだったこと、

質問をしたり、真剣に授業を受けているのを見て、「ここなら受験が終わるまでしっかり勉強できる」

と思いました。それに、特に先生がとても面白い人で色々な話しを交えながら説明してくださるので、

正直学校より理解できたし、何よりわかるようになることが面白くて、塾へ通うのが楽しくなりまし

た。テスト週間中、テスト範囲のプリントに加えて、自分の苦手な単元のプリントまでたくさん作っ

てくださり、それを言われた通りしっかり勉強したら驚くほど点が取れて、順位も上がって本当にう

れしかったです。そして初めての受験。不安もあったけど一緒に頑張る仲間もいたし、先生が用意し

てくれた過去問をひたすら解き、できなかったところを一つ一つ潰していったことで「塾であんなに

頑張ったから」という自信がつきました。塾に入り、効率の良い勉強を教えてもらって、成績は期待

以上に伸びました。今さらだけど、もっと早く入っていれば･･･と思います。先生、ありがとうござ

いました。  



～第３期生～ 

鈴木 達也くん   豊田北高校 合格 

 自分は部活動が終わった７月の夏期講座から With に入りました。それまでの２年ちょっとは塾に

入っていなかったので、入らなくても「何とかなるかな？」と思っていました。でも、周りの友達も

塾へ行っていたのでとりあえず夏期講座だけはやってみようと思い参加しました。夏期講座では、２

年間の総復習をしました。自分の苦手な単元やあまりふれていない内容もしっかり復習することがで

き本当に良かったと思っています。また先生も面白く、ユニークな先生だと思いました。特に先生と

生徒との距離が近かったり、遠かったりするところが With のすごいところだと思っています。ここ

なら受験までしっかりやっていけると思い、入塾しました。

With ではわからない問題や内容を先生に質問すると、わかりやすく解説してくれます。また、苦

手な範囲のプリントやテスト対策のプリントをたくさん用意してくれるので、覚えることだけではな

く、問題に慣れることもできました。おかげで定期テストや学診の問題に With でやった問題や似た

ような問題がたくさんでて、点数が取れるようになり良かったと思います。心残りがあるとするなら、

自分は社会、特に歴史が大好きなので先生の歴史の授業をもっと受けたかったなと思います。

 最後の応援授業では先生が他県の入試問題から予想問題を準備してくれ、最後の最後まで熱心に指

導してくれました。いろいろな単元の問題を用意してくれ、同じような問題が公立一般入試の日に出

題され、緊張せずに取り組むことができました。

 本当にありがとうございました。With に入塾して本当に良かったです。

森 真奈衣さん   猿投農林高校 合格

 私は勉強が苦手で、塾と聞いてもあまり言いイメージがわきませんでした。けれど With は違いま

した。授業が楽しく、テスト対策もしっかりしていて、私は「こんな塾があったんだ」と思いました。

塾に通いはじめると、学校の授業がわかるようになって楽しくなったし、ずっと伸びなかった成績が

上がるようになりました。解けなかった問題が解けたときにはすごく嬉しかったです。

定期テストで良い結果が出たとき、何度も塾へ入ってよかったと思ったし、高校に合格できたのも

先生のおかげだと思っています。先生にはすごく感謝しています。

また、勉強は部活と一緒ですぐには結果に出ないけど、コツコツ地道に努力していけばいつかきっ

とその努力は報われるということを私は塾を通して学ぶことができました。だから先生も何度も「あ

きらめるな」って言うのだと思います。なので、塾生のみんなには自分のために努力していってほし

いし、私も努力のできる人間であり続けたいです。

塾に入っていなかったら自分はここまで成長することはできなかったと思うし、今の自分はいない

と思います。だから本当に塾に入って良かったと思うし、先生には感謝しています。私は With が大

好きです。今までありがとうございました。



内野 亜紀さん   豊田東高校 合格

 私が塾に行き始めたのは中学２年生の夏頃でした。自分の意思で「行きたい」と思っていたわけで

はなかったので、最初は塾に行くのが憂鬱でした。それに塾というものにあまり良いイメージを持っ

ていなかったので、本当に成績が上がるのかなと思っていました。

しかし、With では少人数ということで一人一人しっかり見てもらうことができ、テスト対策用の

プリントもたくさんもらいました。あと自習スペースもあり、塾のない日でも良い環境で勉強するこ

とができ、わからない問題も先生に教えてもらうことができました。そのおかげで、塾に入ってから

の初めての定期テストで順位を約半分にすることができました。そしてなかなか上がらなかった内申

点も上がり続け、自分の第一志望校に合格することができました。それも丁寧に指導してくださった

先生のおかげです!!塾には楽しく通うことができたし、中２の時に塾に入って良かったなと思いまし

た。

約２年間お世話になりました!!そして、ありがとうございました。

金山 櫻さん   三好高校 合格

 私が塾に入ったきっかけは「高校に行けないかも。」と思い、両親に「塾へ行きたい！」と相談し

たことでした。答えは「ダメ」でした。周りの子達はどんどん塾に入り、テストでは良い結果を残し、

一方で自分の成績はいつもと変わらず悪いまま…。とても不安でした。もう一度「ダメ」と言われる

覚悟をして両親に相談しました。お父さんには「塾にどうしても入りたいのなら、何かを我慢しなさ

い。」と言われ、私は携帯電話の解約を決めました。４月に With に入塾し、最初はとても緊張しま

したが、先生がとても明るく、授業の雰囲気も良くて、毎回の授業がとても楽しかったです。夏休み、

冬休みの時の厚いテキストはすごく大変でした。ですが、そのおかげで学校の定期テストの順位は１

年間で５０位以上上げることができ、携帯電話も無事返ってきました。一年間という短い期間でした

が、優しい仲間と明るい先生と一緒に勉強できたのは両親のおかげだと思っています。とても感謝し

ています。そしていつも優しく、一緒に頑張ってきた仲間と、いつでも明るく、悩みがあると相談に

のってくれた先生にも感謝しています。勉強のやり方、苦手な分野の対策などいろいろ教えてくれた

With という塾に本当に感謝しています。With に入って本当に良かったと思っています。一年間いろ

いろお世話になりました。本当にありがとうございました。



～第２期生～ 

原田 星斗くん   豊田北高校 合格 

 僕が With に入ったのは中学２年生のはじめ頃でした。

With では先生が僕に合わせて定期テストの対策を練ってくださいました。また、わからない問題

はすぐに教えていただいたりと、本当にお世話になりました。

 また、３年生に入ると高校入試に向けて、入試対策講座なども開いてくださいました。これだけの

支援を受けていながら、入試で最高の結果を出せなかったのはとても悔しいですが、高校入試で「一

生のうちの挑戦をすべて終えたと言うわけではない」ということも教えてもらいました。

 高校の授業は中学までのそれとはずいぶん違い、自分でしっかり予習しなければ、いい点は取れな

いと聞きました。不安がないと言えばうそになります。うまくやっていけるかどうか怖くなることも

あります。しかし、これまでいろいろな人に支えられてここまで来たということを考えると、今度こ

そ負けられないと思います。

 今までのご支援とご協力に感謝しながら、新たな舞台でも頑張っていこうと思います。本当にあり

がとうございました。

石井 里紗さん   豊田東高校 合格

 私は３年生の途中から With に入りました。受験だから塾に入ったほうがいいかな…と思い、近か

った With に入りました。そこから私の受験への気持ちや勉強の量が少しずつ変わっていきました。

 まず、授業ごとに宿題がありません。私が聞くと他の塾に通っている子は宿題に追われていて、大

変そうなイメージだったけど、そんなことはないので塾に行くのが楽しみだったり、学校の宿題が多

くても時間が取れたりもしました。

 ２つ目にテスト対策の授業があります。授業でプリントをもらえたり、学校の提出物をします。家

ではやる気が出なかったりするけど、みんなと一緒にやったり、塾という環境なので勉強がはかどり

ます。

 ３つ目に授業が楽しいです。「黙々と勉強」というものではなく、ゲームみたいに点数を数えて競

ったりするので楽しく勉強できます。

 最後に先生が良いです。冗談ぬきで良い!!授業の合間にも大切な話をしてくれたり、テストでいい

点を取ると褒めてくれます。いつもは「まだまだ!!」という感じなのでうれしいし、ますます頑張れ

ます。塾は出来が悪いと置いていかれそうだけど、そんなこと無くて１人１人に熱心に教えてくれま

す。他人じゃないくらい最後まで、進路を応援してくれます。私は With に入って勉強できて良かっ

たです。



榊原 遼くん   豊田西高校 合格

 僕は３年生の１０月に「With」へ入塾しました。はじめは知らない子ばかりで授業についていけ

るか心配でしたが、問題を解いている最中に先生が見回ってくれるおかげで、わからないことなども

聞きやすく、快適に学習をすることができました。年明けからは本格的に受験対策が始まり、数学や

理科などの多くの中学生が苦手とする教科も確実に点数を取る方法を身につけ、A グループ・B グル

ープの入試本番を迎えることができました。A グループでは先生の予想していた問題が出たりして、

復習をしているような感覚で問題を解くことができました。そして合格発表当日、第一志望であった

豊田西高校へ合格することができました。今思うと、この塾に来ていなければ違う結果の自分がいた

と思います。この塾で本当に良かったです。まだ入塾を迷っている人にぜひ「With」をオススメし

たいです。

岩見 沙耶加さん   豊田西高校 合格

 私は豊田西高校に合格しました。第一志望だったのでとてもうれしいです。私は宿題を中１の時か

ら毎日２時間くらいかけてきっちりやっていました。学校から出る量がもともと多かったこともあり

ますが、いつも A 以上の評価が取れるようにしっかりとやりました。私は宿題を片付け仕事とは思

いません。じっくり時間をかけて隙間なくやれば、自分の力にもなるし、内申点も取れると思うから

です。ですから後輩の皆さんも目の前の宿題の１つ１つを大切に、手を抜かずに頑張ってください。

 塾では「やるべきこと」を明確にしてもらえたので、自分のペースを崩すことなく効率よく勉強に

取り組めました。それでも学診や定期テストで順位を落とし、内申も大きく下がってしまったときに

はさすがに焦りました。勉強をしても結果に繋がらず、上手くいかない苛立ちを周りにぶつけること

もありました。そんな私を最後まで支えてくれた両親、友達、塾のメンバーや先生に感謝しています。

入試当日も塾でやった予想問題がいくつも出題され、いつも通り塾で勉強しているような感覚で落ち

着いて受験できました。無事、第１志望の高校に受かることができ本当に良かったです。



～第１期生～ 

伊藤 愛菜さん   豊田高校 合格

 私はこの短い期間で勉強もそうですが、精神的にも大きく成長することができました。１･２年生

とサボリ過ぎていたので、第２希望の豊田高校ですら「危うい」と親からも言われ、「もう、どこで

もいいや」と、自ら努力しようとしていませんでした。でも夏期講座から塾に入って勉強のおもしろ

さを改めて知ることができました。「ここが分からない」と私が言うと、多くの時間を割いて、熱心

に指導してくださった先生の支えがあったからだと思います。今まで支えてきてくださった人たちや、

頑張ってきた分を考えると不合格という結果は悔しくて泣きたくなります。けれど、悔いはありませ

ん！４月からは自分を選んでくれた新しい環境で、それまでの努力を無駄にしないよう一生懸命勉強

していきます。高校では、上位クラスに必ず入って大学という新たなチャンスに向かってこれからの

３年間、全力で頑張っていきます!!短い時間でしたが、ありがとうございました。これからも、よろ

しくお願いします!! 

平田 晋くん    豊田北高校 合格

僕は塾に入るまでは全然勉強をしていませんでした。宿題だけしかやっていませんでした。それで

も２年生までの成績は何とかなっていましたが、３年生になってからはすごく悪くなり「ヤバイな」

と思いながらも何もしませんでした。しかし塾に入ってからは少しずつ勉強をするようになりました。

プリントやパターン集など勉強するものがたくさんあったので、毎日取り組むことができたのだと思

います。

 授業はいつも楽しかったです。先生が受験についての話をしてくれたり、友達と競い合いながら問

題を解くことが刺激になりました。他にも学校では教えてもらえなかった解き方を教えてもらったお

かげで、簡単に解くことができました。入試が近づくとさすがに問題演習が多くなり大変でしたが、

そのおかげで第１志望の高校に受かることができたと思います。本当にありがとうございました。


