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～ 生徒一人ひとりの可能性を引き出す塾 ～

心より「合格」おめでとうございます！
この３月、山梨県・静岡県の公立高校合格発表があり、文理学院塾

高等予備校より（3/13 時点途中経過）

生からの合格者が全て出揃いました。合格したみなさん、本当に心よ
りおめでとうございました。みなさんの努力が結実した瞬間に私たち
も立ち会うことができたことを嬉しく、また誇りに感じます。進学先
でも文理学院小中学部卒業生らしく精一杯努力を重ね、活躍していっ
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郡内地区での合格実績は圧倒的
に文理が No.１です！甲府地区の
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合格実績も年々伸びています！
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合格者の喜びの声・後輩へのアドバイス
甲府地区

甲府南高校(理)合格

郡内地区

吉田高校(理)合格

依田 海斗くん（小瀬校出身）

在原 菜々穂さん（河口湖校出身）

文理では要点をとらえた授業と、集中できる自習環境が整ってお

中学生になると勉強が難しくなり、苦労することも多くなりました。ですが、先生方が優しく丁寧に教え

り、効率的に勉強することができました。また、わからないとこ

て下さったおかげでトップレベルの成績を保つことができました。進路決定の際にはナーバスになったこ

ろがあると、わかるまで教えてくれたので疑問を持たずに学校の

ともありましたが自分を信じて、そして文理の先生を信じて吉田高校理数科を志望しました。覚悟を決め

授業に臨めました。このように文理には頑張れる環境が整ってお

てからは残された時間を無駄にしないように先生方の的確なアドバイスのもと自分の課題の克服と多く

り、それが今回の合格につながったと思います。文理学院に通っ

の実戦問題に触れてきました。受験当日は自分の持てる本来の力を最大限に発揮することができ、無事志

ていてよかったです。先生方、本当にありがとうございました。

望校に合格することができました。周りで支えてくれた先生方や家族のおかげだと思うので、感謝の気持
ちを忘れず、これからも頑張っていこうと思います。

御殿場地区 沼津東高校(普)合格
星合 和美さん（富士岡校出身）

富士地区 富士高校(普)合格
若林 日菜さん（中島校出身）

私は中学生になったとき、塾に通うかとても悩んでいました。そこで、文理学院の授業を体験してみると、

私はこの春、第一志望の高校に合格することができました。文理に通わせてくれた両親と、文理の先生、応援して下さった方々に感謝

とても分かりやすく要点を理解できたので頑張ってみようと入塾しました。そのおかげで学校の授業をもっ

しています。文理学院には小 6 生の夏期講習から通い始めました。それまではそれほど勉強することはなかったのですが、文理の先生

とよく理解することができ、テストでも上位に入ることができました。そして、小学生からの目標だった沼

方が興味を引くような問題を多く出題してくれたため、自分で勉強する時間が増えました。中学に入ってから文理の先生が「目標を高

津東高校に合格することができました。もし文理に通っていなかったら、絶対に合格することができなかっ

くもったほうがいい」と言って下さったので、富士高校の受験を決意しました。文理の授業でよかったことが２つあります。１つ目は、

たと思います。授業時間以外でも、分からない問題を分かるまで丁寧に教えてくださったり、夜遅くまでつ

集中力を持続させるために楽しい話があったことです。なので、楽しく勉強することができました。２つ目は、問題を解くときに時間

き合ってくださったり、どんなことでも相談に乗ってくださった文理の先生方に感謝の気持ちでいっぱいで

制限があったことです。このおかげで定期テストなどにおいて時間が足りなくなることはありませんでした。これから受験を迎える人

す。本当にありがとうございました。高校でも頑張ります!!

たちは自分を信じて第一志望に向けて最後まであきらめず頑張って下さい。

富士宮地区 富士高校(普)合格
望月 岳くん（富士宮西校出身）

静岡地区 静岡高校(普)合格
深澤 花菜さん（唐瀬校出身）

僕は、文理学院に入る前から富士高を志望でした。入塾したばかりのころは部活と勉

正直言うと、私は受験というものをなめていました。来年受験する皆さんには私のようになって欲しくはありません。だから、私を反面教師にして欲しい

強の両立のためＳ２クラスで授業を受け、部活の終わった中３の夏以降はＳ１クラス

と思っています。私は、中学校３年間吹奏楽部に所属し、１日練習がほとんど毎日で３年生の夏まで勉強をほとんどしていませんでした。ただ、３年の前

（富士高合格クラス）で授業を受けました。中３の冬には富士高に合格できる学力が

期までに内申点を上げることだけは頑張りました。内申点は上位校を目指すためにとても大事です。テストだけでなく授業での発表なども頑張りましょう。

つきました。僕の背中を押してくれた先生たちに本当に感謝しています。合格した時

そして夏以降は受験勉強をとことん頑張るべし！です。私は、家族はもちろん、文理学院の先生方にも励まされ、何とか合格を勝ち取ることができました。

は本当に嬉しかったです。文理でよかったです。ありがとうございました！（後輩た

机についている時間が長くても、集中できていなかったら意味はありません。時間のない人ほど、短時間で集中して効率の良い勉強をするべきです。

ちへ）「わからないこと」を無くして入試本番に臨んでください。わからない時は文

私は文理学院に通って大切なことを色々学んだ気がします。最後に、後輩の皆さん、毎日の積み重ねはとても大切です。頑張れば頑張った分だけ受験が終

理の先生に質問、質問、質問あるのみです！！

わった時の喜びは大きく、そうでなければ後悔だけが残ります。合格発表の時に最高の笑みを得られるよう頑張りましょう！

◎大学受験合格者の最終結果は４月上旬に確定しますのでお待ちください。

今年は英検・漢検・数検にチャレンジしようよ！
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平成 28 年度の 1 年間に文理では上記のような「検定合格
者」が出ています。これだけの合格者を輩出する理由は、学
年に関係なく、いわゆる「飛び級」で検定にチャレンジする
ことを推奨し、各校舎の教師陣が合格まで様々な角度からバ
ックアップを惜しまないこと、そして受検者である生徒自身

平成 29 年度検定実施日

30 名合格

＊3 回実施のうち第 1 回・2 回のみ記載

英語検定 ＝ 第 1 回 6/3（土）
漢字検定 ＝ 第 1 回 6/3（土）
数学検定 ＝ 第 1 回 7/8（土）

第 2 回 10/7（土）
第 2 回 10/28（土）
第 2 回 11/11（土）

が合格へ向けて果敢に挑戦するからに他なりません。
平成 29 年度も塾生たちに対して「検定受検」を促し、さら
なる学力の伸長に向けて全力でお手伝いしていきます。

地区からの特別ニュース(^^)/【第１弾】

静岡・富士・富士宮地区だより

◎検定への申し込み締め切り日は上記実施日の約１ヶ月半前となります。
検定料金も含めて各校舎でご案内をさせていただきます。

今年は４月１日（土）に「学調決起集会」と題して①９月県学力調査（山梨県でいう教達検
や校長会テスト）形式の模試、②①の結果を踏まえた「保護者会」を実施します。保護者会で
は高校入試制度、今年の入試結果、夏の強化合宿などのご案内とともに、
「GRIT」
（やり抜く

このコーナーでは、各地区で始めた新たな試みや、保護

力）の重要性と育み方などについて校舎長よりお話をさせていただきます。「先んずれば人を

者・塾生のみなさんにこの場を借りて伝えたいことなどを

制す」の言葉通り、塾生たちには新学年スタートと同時に「受験生としての高い意識」をもっ

書いていきます。

てこの１年走り抜いてもらいたいと強く願っております。

第１弾は「静岡・富士・富士宮地区」（小中学部１３校

また、４月～７月の指定土曜日１１回で「無料学調・入試対策」を実施し、中１・中２の学

舎）からです。今まで以上に塾生たちを鍛え上げていくた

習内容の総復習を行っていきます。全３３コマの特別授業は、本格的な受験勉強を開始する夏

めに、この４月から新中３への受験対策を大きく変更した

への下地作りとなります。
「学調対策も入試対策も文理学院にお任せください！！」

ということですが……。ちょっと右を見てみましょうね。

＊上記の保護者会や学調模試は校舎により開催日程が若干異なりますのでご注意ください。

【小中学部】４月入塾受付中
春期講習が始まりましたね。生徒のみなさんはしっかりと授業を聞い
て、知識を確実に得て、自分自身の学力向上を目指しましょうね！！
さて、毎年 3 月～4 月の時期には新たに文理学院に入塾してくる生徒が
多数いらっしゃいます。その中の多くが春期講習受講者で、
「春期講習の
授業がわかりやすかった！」、「先生たちが質問しやすいし、話やすかっ
た！」などを入塾する理由として挙げてくれています。
この春から文理で勉強をがんばっていきましょう！！私たちが全力で

文理だより編集後記

「春は出会いと別れの季節」
文理学院からも多数の卒業生が巣立っていきました。新しい環境では
嬉しいことばかりではないかもしれません。特に友達や先生、先輩との
人間関係に悩んでしまうのもこの春の季節。そんな時には次のように考
えてみるといいかもしれません。
桜の花が咲いては散り、咲いては散りを繰り返しても、決して絶える
ことなく毎年私たちの目を楽しませてくれます。私たちだって大輪の花
を咲かせる時期もあれば、なかなか思い通りに物事が進まず、気持ちが

指導し、応援していきますよ！！

枯れてしまうこともありますが、やはり決して諦めずに努力を重ねてい

とことん徹底指導！
とことん学力向上！
とことん人間教育！
とことん安心価格！
★各校舎の「ブログ」も是非ご覧ください！★

くことで、必ず「自分だけの花」を咲かせることができます。その花は
他人から見たら小さくて目立たない花かもしれませんが、「自分だけの、
自分自身の大切な花」であることに間違いはありません。その花を育ん
でいく喜びが人生にはあるのです。
どんな状況にあろうと「楽しむことができる逞しさ」を文理学院での
学習を通して学んだ卒業生は数えられないほど存在します。新小４～新
中３になる塾生諸君には、
「文理での学習を通じて学力だけではない人間
としての力」をたくさん学んでいってほしいですね。【勤】

わかった、できた、覚えたの感動を毎日！

