
私に必要だったのは勉強する「環境」でした   

 石川 佳果さん  脇町高校   

   

 

 家で勉強することが苦手だったので、毎日マナビスを利用 

 しました。事前にしっかり予習して自主的に取り組めば、 

 マナビスの講座は本当に効果的だと思います。アドバイザー 

 との相談で決めた勉強計画を進めていくことで、自分の 

 勉強方法を確立できたので、自然と力がついていたように  

 思います。また、過去にマナビスから京大に行った先輩の 

 話を参考にし、モチベーションを維持して頑張れました。 

受験生はわがままです。親や友人に思いきり甘えながら、恩返しとして第一志望の 

大学に合格できたので大満足です。 

  「マナビスに通ってよかった」と思うのはどんなところですか 

予習を重視して、予習に3時間かかったこともありましたが、自分の分からないところに

絞って、そこを重点的に確認して、どの教科も自分の得たものをより一般化させて、ほか

に応用できるように心掛けました。最後まで自分の勉強を続ければ大丈夫でしょう！ 

  同じ大学を目指している後輩へ 

  学習アドバイザーより 

最後までよく頑張ってくれました。石川さんは高1の夏休みから来てくれまし

たが、自宅から学校・マナビスまでは距離があり、毎日の汽車・自転車通学

は大変だったと思います。そのため、最初は勉強時間をどう確保するかを  

三者面談で相談したこともありましたね。そんな状況でも、「忙しいから、 

距離が遠いから、勉強時間取れなくても仕方がない。」  と言い訳をすること

なく、しっかり向き合って考えていましたね。自分の置かれている状況と向き

合えるのは石川さんの強みの1つです。もう1つの強みは負けず嫌いという 

ところです。自分の想定より結果が出なかったり、学校の友人たちが進路を

早々と決めていったとき、悔し涙を流していたのも受験期の良い思い出  

です。最後まで諦めず、向き合ってくれたからこそ乗り越えられたのだと思って

います。 

苦しんだ分、これからの京都での生活、ぜひ満喫してください。 

アドバイザー 金磯長穂 

  今の気持ちを教えて下さい 

京女（きょうおんな）になれます～。 

周囲の人達へ感謝！！ 集中できる場所で取り組むことが大切 「諦めないこと」 それが結果を導く 

 森 祐貴さん  脇町高校   西 朱理さん  脇町高校   山本 大輝さん  脇町高校  

言葉にできないほどの達成感

と、支えてくれた周囲の人たち 

への感謝の念でいっぱいです！

諦めずに机に向かったことや 

成績を競い合った友人から刺激

を受けたこと、適切なアドバイス

をくれたアドバイザーの方々や 

協力してくれた家族、どれが欠け

ても合格は勝ち取れなかったと思います。講座では現代

文の解き方にも公式のようなものがあることが分かり、抽

象的な文章も読めるようになりました。アドバイザーには大

学生活の話をしていただき勉強にやる気が出ました。とに

かく今は感無量です。 

第一志望合格、本当にうれしく

思います。どんな時も支え続け 

応援してくれた家族、熱心に 

相談にのってくださったアドバイ

ザー、切磋琢磨し合った仲間の

存在が私にとって大きな励みと

なりました。自分が集中できる 

環境の中で勉強でき、本当に

幸せでした。現代文の記述が苦手でしたが、講座で毎回

ポイントを教わって少しずつ書けるようになり、成長を実感

することができました。後輩の皆さん、苦しんだ分だけ必ず

楽しいことやうれしいことがたくさん待っています。最後まで

諦めずに頑張ってください。 

本当に最高です！！僕は3年

生の夏に部活を引退するまで、

県優勝を目標に部活動に全て

をささげ勉強を全くと言っていい

ほどしていませんでした。その 

結果、引退後の夏までどの教科

も偏差値が振るわず、学校では

「大学合格は絶望的だ」と言わ

れていました。そんな僕も部活を引退してから本気で勉強

して合格することができました。やってきたのは①得点源の

科目を作る(僕は英語でした)こと、②合格までの道のりを

逆算して計画を立てて学習していくこと。皆さんも最後 

まで諦めなければ絶対に合格できます。頑張ってください。 



 

関西大学経済学部 
  

近畿大学医療薬学部 
  

近畿大学生物理工学部   

家での勉強が苦手だった私にとってマナビスはとても 

いい環境でした。机に向かって黙々と勉強している 

たくさんの友達から刺激を貰いました。また、アドバイ

ザーの方から受験情報をいただき、自分の立ち位置

を知ることができたので効率よく勉強に取り組めまし

た。最後まで諦めずに頑張って良かったです。 

 英語がめちゃくちゃ苦手でしたが、マナビスの講座とアド

バイザーの方々のおかげでセンター時にはこれまでの

最高点がとれました。部活に合わせて受講日や時間

を変えられるので、運動部の人も時間を作りやすいと

思います。私は苦手科目の英語に絞って勉強してい

ましたが、得意科目も勉強してみたかったです。 

 
マナビスではやる気で満ち溢れた仲間がいるのでモチ

ベーションを保てました。勉強に気乗りしない時でも 

計画通り通いきることが大切だと思います。予習を

しっかりすることで理解度が全く変わるので、妥協せず

にやってください。色々と精神的に厳しかったですが、

無理矢理にでも塾に行くことでやる気を出しました。 

  

  

  

米田千穂さん 
 

梅野あかりさん 

 

加藤亜惟さん   

脇町高校  脇町高校  脇町高校 

 

徳島大学理工学部 
  

徳島大学理工学部 
  

徳島大学理工学部   

周りの人に感謝の気持ちでいっぱいです。発表2日前

まで緊張感で押し潰されそうでしたが、周りの人の言

葉で楽になり、支えられていることを実感しました。マナ

ビスでもアドバイザーの方から的確な指示や、友達の

励ましなど、後押しが大きかったです。限られた時間に

悔いの残らないよう各々のペースで頑張ってください。 

 
家で勉強しない自分にとってマナビスは最高の場所で

した。映像授業は分かりやすく、巻き戻しもできるので

とても便利でした。ただ、最後まで甘さが残り、思うよう

にいかなかったことを後悔しています。だからこそ後輩の

皆さんには悔いの残らないよう全力で勉強してほしい

です。そうすれば志望校合格も見えてくると思います。 

 
マナビスに入会するまでは成績がよくありませんでした。 

でもマナビスに入ったことで、成績がめちゃくちゃ 

上がってよかったです。センター試験ではうまく点が 

取れず判定も悪かったですが、逆転できると信じて 

がむしゃらに勉強したら合格できました。これも先生が 

勇気づけてくれたおかげです。 

  

  

  

大村拓弥さん 

 

岩本翼さん 

 

小野功馬さん   

脇町高校  脇町高校  脇町高校 

 

千葉工業大学創造工学部 
  

武庫川女子大学文学部 
  

関西福祉大学看護学部   

私は1年から通っていて、マナビスにいる時間はとても

充実していました。自分の精神面の問題で２年の 

終わりに部活を途中引退しました。辞める時に自分

の中でケリはついていたので今でも後悔はしていませ

ん。受験生としての1年間色々と決断することがあると

思いますが、後悔のない選択をして頑張ってください。 

 
マナビスの良かったことの１つはマナビスに行き、帰宅

して復習するという学習習慣がついたことです。また、

アドバイザーの方々は入試情報を教えてくださるだけ

でなく、いつも暖かく励まして支えてくださり、楽しく学習

することができました。たくさんの友達にも刺激され、マ

ナビスで過ごした時間は私にとって良い思い出です。 

 
私は文系科目が苦手でどうしようかと思っていました

が、マナビスの授業は分かりやすく丁寧な解説でした

し、分からないところを持っていくと質問にすぐ答えて 

くれるアドバイザーのおかげで苦手意識が薄まり 

ました。本当にありがとうございました。心に残る受験

にできてよかったと思います。 

  

  

  

宮内佑果さん 

 

葛籠遥菜さん 

 

上田 楓さん   

脇町高校  脇町高校  脇町高校 

 

京都産業大学経済学部 
  

関西外国語大学外国語学部 
  

日本大学歯学部   

私は部活に入っていて、家では勉強できませんでした

が、マナビスに来ると同じように部活をする友達が 

いて、私も頑張ろうと思えました。最後まで支えてくれ

た仲間やアドバイザーには感謝の気持ちでいっぱい 

です。これからも支えてくれる周りの人たちに感謝を 

忘れずにしっかり励んでまいります。 

 私は高３に入会しました。最初、「こんなに遅く入っても 

成績は伸びるだろうか」と不安でした。でも、先生からの 

アドバイスや、分かりやすく説明してくれる映像授業、 

参考書に囲まれた恵まれている環境の中で勉強できた 

おかげで思っていた以上に伸びました。マナビスに入らな 

かったら大学に行けていなかったと思います。 

 
マナビスに通って良かったことは部活との両立ができた

ことです。自分の行きたいときに行くことができ、自分

で考えながらできるところが魅力的だと思います。 

また、仲間の存在は受験勉強を頑張る上で大きな

支えとなりました。マナビスで、先輩・後輩・同級生 

との新しい出会いがあったことも嬉しかったです。 

  

  

  

阿部明日香さん 
 

山下涼子さん 

 

檜原一鷹さん   

脇町高校  脇町高校  脇町高校 

 

静岡大学理学部 
  

岡山大学環境理工学部 
  

鳥取大学総合理工学部   

僕は英語が全くできなかったのでできるだけ毎日 

受講し、勉強中に眠くなったら外へ出て単語帳を 

見るようにしていました。講座は講師の先生が 

言うことを覚えるくらいまで繰り返し受講しました。 

時にはアドバイザーに勉強量や進度の目安を教えて

もらい、緩んでいるときは喝を入れてもらいました。 

 
私は高１の終わりに入会しました。当初は勉強の習

慣がなかったのですが、周りの人が必死に勉強して 

いる姿を見て、頑張っている人に申し訳ないと思い、 

周りの人以上に勉強し始めました。また、講座を見直

すことで理解が深まりました。基礎を丁寧に教えてくれ

るので、演習する際もスムーズに進められました。 

 
マナビスは学習習慣が身につくとてもいいところ 

です。毎日の積み重ねが最後に大きな自信に 

繋がるんだなあと思いました。勉強が嫌な人や、

家で全くできない人は、まずマナビスにとりあえず

毎日通うことだけでも心がけるといいと思います。

さあ、君も Let’s go MANAVIS。 

  

  

  

松田和樹さん 

 

大西達也さん 

 

武田幸多朗さん   

脇町高校  脇町高校  脇町高校 

 

松山大学経済学部 
  

福山大学人間文化学部 
  

   

部活で忙しかったですが、いつでも受講できるマナビス

は部活との両立に役立ちました。第一志望ではなかっ

たですが、マナビスで必死に頑張ったことは大きな自信

となりました。「どの道を選ぶかではない、選んだ道でど

れだけやるかだ」某先生のありがたいお言葉です。 

最後まで諦めずに頑張ってください。なるべく早めに！ 

 
マナビスに通うことで集中して勉強できたのは勿論の 

こと、最も大きかったのは友達の存在でした。みんなが

頑張る姿に刺激を受け「受験は団体戦」という意味

が分かりました。時には先生に叱られ、友達と慰め合っ

たり、マナビスの人達全員にお世話になりました。 

入って本当に正解だったと思います。 

 

 

  

  

  

小松 寿さん 

 

小野瑞季さん 

 

   

脇町高校  脇町高校   

 

鳥取大学地域学部 
  

香川大学農学部 
  

高知大学理工学部   

マナビスに通って良かったことはアドバイザーから受験に

関する情報を得られたことです。教科についても、何を

したらよいのか、自分がどのくらいできているのかを知る

ことができました。マナビスで工夫したことは、疑問点は

何でも相談したり、分からないところの講座を２回、

３回と繰り返し受講したことです。 

 
高校に入って２つめの塾だったので、馴染めなかったら

と不安でした。しかし知人や友人が予想外に多く、

アットホームな雰囲気に困惑しつつも、自分のペース

で勉強できたことには驚きと感謝の念でいっぱいです。

勉強の合間の他愛無い会話がとてもありがたかったで

す。ご迷惑おかけしました。ありがとうございました。 

 
僕は高１の３月にマナビスに入って、勉強する習慣

が身につき、勉強と部活動を両立できました。部活

引退後は友だちとマナビスに通い、勉強時間を確保

しつつ、友だちと切磋琢磨して学力を身につけられま

した。アドバイザーの方々の的確なアドバイスで自信

を持って進路選択できたこともとても良かったです。 

  

  

  

藤森このみさん 

 

長尾彩花さん 

 

土田竜也さん   

脇町高校  脇町高校  脇町高校 

 

愛媛大学工学部 
 

 

愛媛大学社会創造学部 
  

関西大学外国語学部   

マナビスに入会して勉強する習慣がつき、本当に助か

りました。成績も伸びたし、効率的に勉強できるように

なりました。感謝の気持ちでいっぱいです。勉強を 

進めるにあたってはアドバイザーに相談するのがいいと

思います。マナビスが無かったら、今の自分は無かった

と思います。ありがとうございました。 

 
マナビスでは、大学合格に向けて毎日頑張っている

友達と夜遅くまで一緒に勉強することができました。 

勉強をするのに最適な環境を持てたことがマナビスに

通って一番良かったと思うことです。受講のスケジュー

ルを考えながら、他の勉強もそれに合わせてメリハリを

つけて勉強していくようにしていました。 

 
学校では理系に進みましたが、元々は文系でした。

自分の苦手科目で文理選択をする甘い考え方は 

ダメですよ…。普段模試でいい点を取っていても本番

ではうまくいくかないこともありますが、頑張ってくださ

い。マナビスは学習環境が良いので、有効活用して

みてください。 

  

  

  

上地優人さん 

 

小原大輔さん 

 

飯塚梨央さん   

脇町高校  脇町高校  脇町高校 

 

  
 

美馬市脇町大字脇町334-1 

受付：月～土  15:00～22:00 

対象：高１～３生 

指導経験豊富な専任アドバイザーが 

地域の特性に合わせた進路指導をいたします 

河合塾ならではの信頼性の高い受験情報と、 

その活用法をご提供します 

マナビス受講生の努力が実績として表れています 


