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小 中 高 全 学 年 共 通 その他にも
・学習相談
・受験校相談
・学力診断テスト
・カウンセリング

無料
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『大学入試改革』、『新学習指導要領』への対応は万全！
『総合型選抜』や『学校型選抜』にも対応！

全教科対応可能で情報提供・受験相談も万全！
2022年度から『数学Ｃ』『歴史総合』『公共』などが追加！

新科目にも対応可能で高校の定期試験対策も万全！
近年、大学入試の仕組みは複雑になっています。『一般入試』に分類されるも
のだけでも『共通テスト利用入試』『共通テスト併用入試』『全学部統一入試』
といった様々なスタイルがあり、さらにそれぞれが『３科ベスト２』や『傾
斜配点』などの方式に分かれます。また、これとは別に『総合型選抜』や『学
校推薦型選抜』もあり、これらを組み合わせる受験計画をひとりで立てるの
は決して簡単ではありません。朋友では、様々な入試スタイルをこちらから
提案し、情報を提供しています。受験相談はいつでも受け付けていますので、
お気軽にご相談ください。

学習指導要領改訂により、2022 年度から高校の科目が一部変更されます。現
行の 6 教科 30 科目から、『数学Ｃ』『文学国語』『古典探求』など 7 教科 21
科目に再編、2025 年 1 月の共通テストから入試科目も変わります。高等部
の個別部門では、『完全１：１』『担当講師制』『生徒ごとのカリキュラム』といっ
た個別授業のメリットを生かし、定期試験対策も丁寧に行っています。新高
校１年生の皆さんは、教科変更１年目の大学入試を受けることになります。
良い成績をきちんと取り、『学校推薦型選抜【指定校型】』などを視野に入れ
た幅広い受験計画を立てられるようにしてみてください。

春期講習受付中

私たち朋友は、『個別』と『集団』の両方に力を入れています。
完全１：１、担当講師による生徒ひとりひとりに合わせた個別授業。
志望校や学力に合わせてクラス分けを行う少人数制の集団授業。
質問や受験相談、カウンセリングも常に受け付けています。
地域の生徒のことを一番に考えて、
朋友はこれからも全力で頑張ります。

完全
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籍

地域の皆様に支えられて創業３8年。
これからも朋友は『教育』での地域貢献を目指します。

清瀬校
4/9[土] 10時～

12時

「大学入試の流れと受験スタイル」・
「共通テストなどの変更点」

これらの説明と併せて学習方法を
清瀬校の専任講師が説明いたします！

大学入試
説明会

※コロナ対策のため、先着予約制（15 組程度）※コロナ対策のため、先着予約制（15 組程度）

詳細はホームページへアクセスください!
http://www.hoyu-e.co.jp/

清瀬校

ひばりが丘校

高等セミナー清瀬校 保谷校

高等セミナー 保谷校

042-492-2311

受付：13：00～

受付：13：00～

042-421-9919

東京都清瀬市松山 1-5-5

東京都練馬区南大泉 3-31-3

清瀬駅南口徒歩1分 西京信用金庫となり

ひばりが丘駅南口徒歩5分
東京都西東京市谷戸町 3-25-2 2F

03-3921-1234
受付：13：00～
保谷駅南口徒歩2分

03-3922-8111
受付：13：00～
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地 域 密 着 38年
小・中・高 完全指導

小5からでも２科でもできる中学入試

『生徒１人に講師１人』の完全個別指導

『新学習指導要領』『大学入学共通テスト』
にも完全対応

『学校推薦型選抜（旧推薦入試）』
『総合型選抜（旧AO入試）』の指導も万全

確かな実績の少人数制クラス授業 質問や自習室はいつでも無料で使い放題

生徒ひとりひとりに合わせたカリキュラム

外部資格・検定試験も完全サポート

『担当講師制』で毎回同じ講師との授業

学校の試験対策や内申指導も完全サポート

質問、自習室利用はいつでも無料で歓迎

小学部英語は中学に繋がる『書く』英語

中学部は学校の試験対策も内申指導も万全 確かな実績の少人数制クラス授業

クラス授業の長所を最大限に生かしながら面倒見の良い丁寧な指導で生徒の学力を着実に伸ばしていき
ます。また、中学受験・高校受験に完全対応した朋友独自のカリキュラムで生徒ひとりひとりの第一志
望校合格を実現していきます。講習会最後のまとめテストや毎回の授業で行われる小テストなどで学習
の定着をはかります。新型コロナウイルス対策として、マスクの着用、検温や手指の消毒を徹底。生徒
と生徒の間隔もきちんと確保し、感染対策に細心の注意を払って授業を行います。対面での授業を優先
しつつ、感染が拡大した際には、オンライン授業や映像授業に素早く切り替えることで学習の時間を確
保します。導入の際には各校の担当がしっかりとフォローしますので、初めての方もご安心ください。

朋友の個別授業は完全１：１のみ。学習したい科目や単元を自由に選ぶことが可能です。
時間も自分で設定できるから、部活で忙しくても計画的に学習を進めていくことができます。
高校生・高卒生の方は、予備校との併用も歓迎です。学習相談や受験相談もお任せください。

朋友では、大学入試の重要教科である英語を中心に、少人数のクラス授業を設置してい
ます。少人数制クラス授業の『高等セミナー』、完全１：１個別授業の『HOPE 21』、全科
目いつでも自由に閲覧可能な『映像授業』、これらを自由に組み合わせることで、どのよ
うな生徒にも、どのような受験にも柔軟に対応が可能です。

『新学習指導要領』『大学入学共通テスト』への対策、『学校推薦型選抜（旧推薦入試）』『総
合型選抜（旧 AO 入試）』などにも対応した視野の広い受験指導を行っています。また、
複雑な大学入試の情報についても、生徒面談や保護者面談を定期的に実施して、我々か
ら提供していきますのでご安心ください。一緒に大学受験を乗り切りましょう。
受験相談、その他詳細は各校にお問い合わせください。

対面での授業を優先しつつ、
『オンライン授業』や
『映像授業』を活用！

完全1：1個別授業で
『オンライン個別授業』が
選択可能!

春期講習会コース 一覧少人数クラス授業� 新小4〜新中3対象

完全 1：1 個別授業　 新小1〜高卒生対象 清瀬校 教室長　川瀬
朋友の個別は『完全１：１』対応のみ！
生徒を想う気持ちは誰にも負けません！ 

　朋友の個別授業 HOPE 21 は『完全１：１』、生徒１人を専属の
１人の講師が担当する形式を原則としています。これは、生徒と
のコミュニケーションを大切にし、その時間の全てをその生徒のため
に使うことを重視しているからであり、これからもこの考え方が変わ

ることはないと思っています。
　私も毎年、多くの個別授業に入ります。授業裏の努力を口にすることに恥ずかしさはありま
すが、１つの授業につき１時間近く、時にはそれ以上の準備をし、生徒がどこを間違えるか、
悩むかを予測します。授業内で問題を解かせる時も、手が止まる箇所や解く速さをチェックし、
説明や問題の解説をする時も生徒のリアクションを細かく見ています。将来に繋がる貴重な
１時間なのですから、こちらも常に真剣でなくてはいけません。担当講師による完全１：１
対応だからこそ、『対面』『オンライン個別授業』を授業当日に選択することも可能になり、
一層授業の幅が広がりました。
　これからも大きな変革は起こるのかもしれません。そんな時でも、生徒への熱い気持ちは
残しながら、時代に対応して変えるべきものはきちんと変えていきます。いつの時代でも、生
徒が安心して授業を受けられる塾を朋友は目指し続けます。

ソーシャル・ディスタンスの確保を徹底!ソーシャル・ディスタンスの確保を徹底!ソーシャル・ディスタンスの確保を徹底!ソーシャル・ディスタンスの確保を徹底!

※３/31（木）は休塾日です。授業時間等の詳細は、各教室にお問い合わせください。
※ご都合の悪い日がある場合は、あらかじめご連絡いただければ、振替授業をいたします。

全教科フォローは万全！わかるまでサポート！

7日間コース 3/28月〜4/4月
3日間コース 3/28月〜4/4月

のうち３日間を選択

1：2や1：3の授業では満足できない

苦手科目を何とかしたい

部活と勉強の両立が難しい

無料体験実施中！

対面授業と映像授業で全教科指導 !対面授業と映像授業で全教科指導 !対面授業と映像授業で全教科指導 !対面授業と映像授業で全教科指導 !

『自身に合った大学選び』から『難関国公立大への挑戦』まで
各校舎の専任講師が受験指導を行います！

※３/31（木）は休塾日。コースの詳細は各校までお問い合わせください。
　　　　3/28月〜4/3日講習会授業 4/4月まとめテスト

国・私立
中学受験
コース

学年 科　目 1日の授業時間

新小4
国語・算数 120分（60分×2コマ）

国語・算数・社会・理科 180分（60分×3コマ）

新小5
国語・算数 180分（60分×3コマ）

国語・算数・社会・理科 300分（60分×5コマ）

新小6
国語・算数 240分（60分×4コマ）

国語・算数・社会・理科 360分（60分×6コマ）

◼αコースは公立中高一貫校（都立大泉高等学校附属中など）を目指すための対策コースです。
公立中高一貫校・
適性検査対策
αコース

学年 科　目 1日の授業時間
新小5 文系・理系 120分（60分×2コマ）

新小6 文系・理系 120分（60分×2コマ）

◼公立中学進学Cコースは、区（市）立中学へ進学する生徒対象のコースです。高校受験対策コースに繋がる学習を進めます。

公立中学
進学Cコース

学年 科　目 1日の授業時間
新小5 国語・算数・英語 120分（60分×2コマ）

新小6 国語・算数・英語 120分（60分×2コマ）

高校受験
対策コース

学年 科　目 1日の授業時間
新中1 英語・数学 100分（50分×2コマ）

新中2 国語・英語・数学 150分（50分×3コマ）

新中3 国語・英語・数学 150分（50分×3コマ）

保谷校
高１英語総合 14:50〜16:40

高２英語総合 17:00〜18:50

高３英語総合 19:10〜21:00

清瀬校
ひばりが丘校

春期講習会は個別授業のみ実施
（清瀬校では、高３英語・国語を４月から開講）

春期講習会　設置コース一覧

講習会授業 3/28月
▷4/3日

高3テスト 4/4月

大学受験コース 新高１〜
新高３対象
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明治学院中、東京電機大中、狭山ヶ丘中

堀川 大樹 さん

　朋友ではクラスの授業と個別の授業をとって頑張りました。個別指導
は１対１だったので自分のペースに合わせた授業をしてもらえて、気軽
に質問することができました。入試直前期には志望校の過去問を解く中
で、間違えた問題をわかりやすく説明してもらえたので、とても良かっ
たです。小６の秋ごろまで野球を続けていたので、学力が伸びていくの
か不安もありましたが、クラスの授業に参加して周りの受験生が知って
いるワンステップ上の解き方を学べたことで、しっかり受験勉強ができ
ているという自信につながりました。この自信を持てたことが合格につ
ながったと思います。家族には、コロナウイルスが流行っている中での
受験だったこともあり心配をかけたと思います。感染しないように家で
も工夫をしてくれてありがとうございました。

藤井 りほ さん

都立武蔵野北高校、日本大学第二高校、
拓殖大学第一高校（特進）

一杉 稚果子 さん
練馬区立

大泉第二中学校

　私は朋友に通い始めたことで、授業に向けた予習を毎回しなければならなかった
ため最初は大変でした。しかし、その予習を重ねていくうちに何を勉強すればいい
のか、どのように勉強すればいいのかと迷いながら考えることがなくなりました。
自然と机に向かって毎日勉強をする、そんな習慣がいつのまにか身についていまし
た。高校生活では、自分でやることを決めて勉強することも増えてくると思います
が、予習するという習慣を生かして授業に遅れないようにしたいと思います。朋友
の授業では間違えた問題について、なぜ間違ったか、どの部分が正解と違うのかを
考えることが多く、自分が分かったつもりになっていて、実はわかっていなかった
と気づかされることが何度もありました。また、テストの点数が思ったほど伸びな
い時期には先生方にアドバイスを頂けて、自分のことをちゃんと見てくださってい
ると感じました。朋友に入塾してよかったです。ありがとうございました。

都立保谷高校、東亜学園高校（特進）

栄谷 佳樹 さん
西東京市立

ひばりが丘中学校

　僕は約3年間朋友に通っていました。授業１つ１つを大切にすることで合格を
勝ち取ることができました。僕は以前、勉強の仕方がよくわからず、月例テストで
伸び悩んでいました。3年生になってよい先生と巡り合え、やる気に火をつけ、勉
強を楽しくできるように成長できたと思います。楽しむことは大切であり、覚える
作業の効率が上がったり、勉強を苦と思わなくなります。勉強は大変ではあります
が必ずしも苦ではありません。問題をこなしたり、テストで〇をとれた時の達成感
や満足感に勝るものはありません。僕は朋友に入ってたくさんのこういった経験が
できました。これを糧として、高校でもしっかりと成長できれば良いと思います。
《支えてくれた家族へ》
自分のことで、様々な負担をかけました。そして、こうして僕は「合格」を手にす
ることができました。僕は家族に支えられているのでこのことを忘れずに高校生活
に臨もうと思います。

城北高校

加藤 千尋 さん
西東京市立
青嵐中学校

　私はこの１年間で自分でも予想していなかったほど大きく成長できた
と思います。中学２年生の３月まで学習塾に入ったこともなく、家で自
分から進んで勉強する習慣はなかったと思います。しかし、予習復習を
通して勉強の楽しさを知り、勉強が自分にとってより身近なものになった
ように感じました。夏期講習では今までに経験したことがないほど長い
時間勉強して、思った点数が取れないなど何度も苦しい思いもしました
が、今になって振り返ると充実した時間を過ごせて楽しかったと思います。
両親には疲れがたまって強く当たってしまうこともありましたが、普段と
変わらずに対応してくれたおかけで気持ちを落ち着けることができまし
た。サポートしてくれたことに感謝しています。

中央大学杉並高校、
狭山ヶ丘高校（Ⅰ類）

岩崎　慶 さん
練馬区立

大泉第二中学校

　私は中学２年生のころ朋友に入塾しました。最初は勉強していて何でもできるな
と思いましたが、だんだんと苦手が出てきてうまくいかずにつまづくようになりま
した。３年生になっても苦手の克服は難しく実力テストでも結果が出せずに落ち込
むこともありましたが、先生方はていねいに教えてくれたので、学んだことが少し
でも身につくように復習をしました。受験期になって志望校を決めたときには、自
分の実力では合格できないだろうと不安に思っていましたが、入試の直前まで丁寧
に指導していただいたことで自信がつきました。受験勉強は自分の思い通りに何も
かもがうまくいったわけではありませんでした。でも、自分一人ではきっともっと
ひどい進路選択をしていたと思います。だからこそ、朋友で学んでこれたことは自
分にとって大正解だったと思います。朋友の先生達がいてくれたからこそつかめた
合格。このことを忘れずに、高校・大学と勉強に力を注いでいきたいです。２年間、
心の底からありがとうございました。

都立井草高校

黒沢 寧音 さん
西東京市立

田無第二中学校

　私は最初、個別生として朋友進学教室に入塾しました。集団では授業についていけるか心配
だったので、個別にしていましたが、受験生になるということで、中3のはじめ、集団に移り
ました。集団授業は周りの人に揉まれながら勉強できるので、私にとってとても良い刺激とな
りました。授業では、細かなところまで教えてもらえるので、プラスの知識が増えました。ま
た、１つ１つを板書してもらえるため、何度も書いて覚え、知識を定着させることができました。
テスト週間で自習室に行った時には、とても静かな環境で集中して勉強することができました。
わからない問題を質問したら、すぐにわかりやすく説明してもらえたので、理解を深められま
した。演習などをやると、上位者は順位が出るので、勉強を頑張ろうと思えるモチベーション
にもなりました。朋友で学習することができて良かったです。長い間ありがとうございました。
《支えてくれた家族へ》
私が勉強で息詰まり、ピリピリしていた時も、優しく声をかけてくれたり、力になるご飯を作っ
てくれたりして本当にありがとうございました。家族の支えがなかったら、第一志望には合格
できていないと思います。ここまで頑張ることができたのも、家族のおかげです。私の受験期
にたくさん気を使わせてしまっていたので、これから恩返しをしていければいいなと思ってい
ます。支えてくれて、元気をくれて、やる気を出させてくれてありがとうございました。

都立北園高校

藤井 りほ さん
西東京市立
青嵐中学校

　私は中学３年生の春休みに朋友に入塾しました。当初は、予習・復習
や小テストをこなすのに必死で、周りについていけるかどうか不安に思う
ことが多かったように感じます。また、月例テストの順位や模試の結果
に落ち込んでしまうことも多々あり、その度に先生方が優しくアドバイス
をしてくださったのをよく覚えています。そんな私でしたが、日が経つ
につれて１位をとる回数が増え、少しずつ自信が付きました。２学期の
内申点が大幅に上がったことで推薦を受けることを決意し、熱心な指導
と小論文の対策、精神面のケアのおかげで、高倍率の中でも合格する
ことができました。何から何まで先生方と家族の支えがあって達成でき
たことだと思います。本当にありがとうございました。

早稲田大学（教育学部）、東京理科大学（先進工学
部）、明治大学（理工学部）、立教大学（理学部）他

横内 未希 さん 浦和明の星女子高等学校

　朋友清瀬校には中学受験の時にお世話になり、再び高校１年生の冬から通い始め
ました。進路選択の時には、親身に相談に乗ってくださったり、私に合った様々な
提案をしてくださったおかげで、自分の目標が明確になり、勉強のモチベーション
を上げることができました。高校３年生の春から夏にかけて体調を崩してしまい、
なかなか思うように勉強ができなかった時期がありましたが、川瀬先生が私のペー
スに合った学習計画を立ててくださり、やさしく励ましてくださったので、何とか
つらい時期を乗り越えることができました。朋友のやさしく明るい先生方や、アッ
トホームな雰囲気は、強い心の支えになりました。朋友の心強いサポートがあった
おかげで、最初は夢のまた夢であった第一志望に合格し、大学入試は全勝で終える
ことができました。最初は先が見えなかった私をここまで導いてくださった朋友の
先生方には本当に感謝しています。川瀬先生、本多先生、青木先生、ありがとうご
ざいました。

上智大学（理工学部情報理工学科）

山﨑 叶夢 さん 西武文理高等学校

　私は高校1年生から約3年間朋友で学ばせて頂きました。授業がなくても、ほ
ぼ毎日のように自習室を使わせて頂きました。私は部活に打ち込んでいたため、自
習室での勉強時間は2時間ほどでしたが、日々の積み重ねが大切だなと今では思
います。自習室へ行くと勉強している人がたくさんいますし、わからない問題を教
えて下さる先生方もたくさんいます。朋友の先生方はやさしく、レベルの高い先生
しかいらっしゃらないので、私にとって憧れであり、尊敬する存在でもあります。
朋友の先生方から得た考え方や知識は高校の先生より多かったかもしれません。忙
しいにも関わらず、わからない問題をすぐに教えて下さったり、進路の相談に乗っ
てくださったり、川瀬先生には感謝しかないです。最後まであきらめずに目指し続
けた第一志望に「学校推薦型選抜」の入試で合格することができて、本当に嬉しい
です。今まで支えてくださった朋友の先生方、どうもありがとうございました！！

明治大学（国際日本学部）・法政大学（国際文化・社会）・中央大学
（国際情報・経済）・國學院大學（文学部）・武蔵大学（人文学部） 他

安田 達拓 さん 都立石神井高校

　私は高校受験・大学受験と朋友にお世話になりました。大学受験の勉強を本格的
に始めたのは、部活が終わった7月からでした。当初は英単語もほとんどやって
いなかったので、川島先生の授業では初めて見る単語や表現ばかりでした。基礎が
できていないということが明白だったので、11月くらいまでは空いている時間は
移動中でも単語の勉強をしました。その結果、英語はだんだんとできるようになっ
たのですが、塾に入ったのが遅かったので、国語は演習が多く、特に現代文は、解
き方から学ぶ必要を感じたため、個別に変更しました。個別の長野先生は国語以外
にも英語の質問をたくさんさせていただき、不安を解消することができたおかげで
自信をもって自分の勉強を行うことができました。つらいことが多かった大学受験
でしたが、とても良い経験になりました。支えてくださった先生方、ありがとうご
ざいました。

日本赤十字看護大学（看護学部）

宗島 桃子 さん 錦城高校

　私は、高校受験、大学受験で朋友にお世話になりました。高校受験では、第一志
望に合格することはできませんでしたが、高校の授業で「これ朋友でやった！」と
思う場面が沢山あり、朋友で学んだことが確実に高校で活きていました。今回、指
定校推薦という形で志望校に合格できたのは、朋友で中学生の時から高校でも通用
する学習を積んでいたからです。大学受験を本格的に考え始めた時、真っ先に思い
浮かんだのは朋友の先生方の顔でした。入塾後は、進路相談でお世話になった川瀬
先生だけでなく、たくさんの先生方が声をかけてくださり、朋友の温かさを身に染
みて感じました。指定校推薦の校内選考を通ったことを伝えた時の、先生方の心か
らの「おめでとう！」は一生忘れません。志望校合格という形で、朋友に恩返しが
できて本当に良かったです。小論文や面接の対策をしてくださった川瀬先生、高校
受験の時にお世話になった菅佐原先生、山崎先生、渡辺先生をはじめとする朋友の
先生方には感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。

中央大学附属中学校、
立教新座中学校・城北学園中学校他

林 陽那太 さん 清瀬市立第十小学校

　僕は小5の4月から朋友に通い始めました。そのころはまだ特に行きたい中学
校などなく、あまりやる気みなぎる感じではありませんでした。そして6年になっ
ても、はじめの頃の模試の結果は良くはありませんでした。でも、志望校が決まる
と、やっと自分の中でやる気が出てきました。そして小6の夏期講習から山崎先
生の算数の個別も取って、たくさんの入試問題を解くようになると、少しずつ難し
い問題にも慣れてきました。2学期の後半の頃には、解けなかった問題でも先生か
らヒントをもらうとスラスラと自分で解けるようになりました。１月には、第一関
門だった立教新座にも合格でき、２月には城北中学、そして第一志望の中央大学附
属中学校への合格を果たしました。入試直前の対策などによって学力も伸びました
が、受験勉強への姿勢も変わって、精神面でも成長を自分で感じられました。朋友
で勉強できて本当に良かったです。

都立大泉高等学校附属中学校

野澤 実桜 さん 清瀬市立第七小学校

　私は小学校4年生の3月から朋友に通い始めました。体験入塾の時にはうまく
やっていけるのかなと心配でした。しかし、授業をはじめてすぐに朋友がいいと思
いました。なぜなら、少人数で一人一人にその人のペースで真剣に向き合ってくれ
るからです。解説をしてくれるということは他塾と変わりはないと思います。その
中でも、朋友の授業は格別だなと、私は思いました。そして、この2年間私を合
格まで導いてくれた先生方、ありがとうございました。仲間として支えになってく
れた＊＊ちゃんも本当にありがとう。最初は授業の内容が理解できず、右往左往し
ていた私ですが、先生が背中を押してくれたおかげでどんどん力がつきました。こ
のように大変だけれど充実した受験シーズンを無事終えることができ、今までの苦
しみも、ふっとびました！！今後の6年間、さらに大変なことがおそいかかろうが、
何だろうが自分を信じて頑張ります。朋友ありがとう！

都立国立高校・錦城高校（特進）

板橋 良和 さん
東久留米市立
久留米中学校

　僕は3年生の春期講習から朋友に入りました。そこで、自分の実力が周りと比
べて低いことを実感し、自分の好きなことをしている暇はないと思い、春期講習が
終わった後、数学の個別指導を受けることにしました。僕の入部していたラグビー
部は活動日数が多く、一学期の間は週に一回しか朋友に通うことができませんでし
た。またラグビーは9月 29日に引退試合があるため、夏休みも部活と塾に通い
続けるのはとても大変でした。模試を受けた結果は11月で国立が E判定12月
はD判定でした。塾の先生方に改めて志望校を変えるべきか尋ねましたが、どの
先生も最後まであきらめない方が良いとアドバイスをもらい、それを信じて1月、
2月と塾の自習室で頑張りました。朋友で学ぶことの楽しさだけでなく最後まで諦
めずに自信を持ち続けることの大切さを知ることができたから、国立高校に合格で
きたのだと思います。一年間本当にありがとうございました。

中央大学（経済学部）、日本大学（法学部）、
専修大学（商学部・法学部）

浅野 寛人 さん 都立清瀬高校

　僕は中学生の時、高校受験のために朋友の集団授業に通っていました。そして高校
では、2年の11月から個別授業を受けることにしました。そして3年生からは個別
だけでなく、高等セミナーのクラス授業も受けることになりました。どの授業も楽しく、
塾にいる時間は勉強がつらいとは思いませんでした。楽しみながら塾で勉強できたこ
とが、目標へ近づけた要因だと思っています。川瀬先生は忙しいにもかかわらず、僕
がお願いすると時間を空けてお話をしてくださったり、先生のほうから声をかけてくだ
さったりと、様々な面でサポートしていただきました。塾に行くと、受付の服部さんが
いつも笑顔であたたかく迎えていただいたので、つらい入試期間も勇気をもって次の
日の試験に臨むことができました。　当初目標としていた大学には合格できませんで
したが、結果としては目標の1個上のランクの大学に合格することができました。朋
友全体で僕を全力で押し上げてくれてありがとうございました。朋友で過ごした日々は
僕にとって大切な青春の一つになりました。

中央大学杉並高等学校

宮田 陽菜 さん 武蔵野東中学校

　私は今まで週６で器械体操をやっていて、毎日の学習時間を一時間取れるかとれな
いかくらいだったけれど、中３の１学期まではなんとか学力も成績もキープできていま
した。しかし、夏休みあたりから周りが本格的に受験勉強を始め、模試での合格判定
が過去最低の30％になり、「絶対に行きたいのに志望校を変えなくてはいけないの
か」と自分に絶望していました。そんな時に私は朋友清瀬校に入塾することを決意し、
中３の12月に入塾しました。　私は特に数学が苦手でしたが、羽豆先生の授業を通
してたくさんの問題に触れ、解法を覚えることで、自分の力で解ける問題が増え、少
しずつ数学が好きになっていきました。数学にここまで興味を持ち、力を伸ばせたの
は朋友に入塾したからこそだと思います。入試当日はあまり焦ることなく、試験に集
中し楽しむことができ、合格をいただくことができました。信念をもとに努力すれば、
たった１か月ちょっとでも自分を変えられ、結果が出ることを実感できました。私を支
えてくれた先生、そして家族には、とても感謝しています。

都立国分寺高校、狭山ヶ丘高校（Ⅰ類）、
拓殖大学第一高校（特進）

小林 竜仁 さん 清瀬市立第二中学校

　私は中学3年生の春に入塾しました。集団塾に入るのが初めてだったのでとて
も緊張しましたが、周りの友達や先生たちのおかげですぐに慣れることができまし
た。山崎先生、川瀬先生、渡辺先生、菅佐原先生、服部さん、その他支えてくださっ
た先生のおかげで、「勉強が楽しい！早く勉強をしに行きたい！」と強く感じるこ
とができました。そして、何よりも都立の推薦入試に落ちてしまった時の心のケア
が嬉しかったです。全ての先生が私を激励し、背中を押してくださったことでくじ
けることなく志望校を変えずに一般入試を受験し、合格することができました。ま
た、私は仲間にも恵まれました。自習に協力してくれた友達、演習の時にいつも勝
負をしてくれた友達、みんなを笑わせてクラスの雰囲気を明るくしてくれた友達、
いつでもみんなの先頭に立ち引っ張ってくれた友達、このような仲間がいたからこ
そ合格することができたと思います。本当にありがとう。

都立国立高校、狭山ヶ丘高校（Ⅰ類）

金田 和真 さん 清瀬市立第二中学校

　僕は小6の2月に朋友に入塾しました。学校の授業を先取りして行うので、塾
で学んだことを学校の授業で復習するという流れができ、学校の定期テストでは安
定して点数を取ることができました。中３に入っていよいよ受験生になると、新た
に入塾してくる人も増え、それが刺激となってようやく最低限の予習はできるよう
になりました。すると、予習をすることでそれまでより格段に授業内容の理解を深
められるようになり、授業を楽しむ余裕も生まれました。月例テストや演習での順
位も励みとなり、最後まで頑張ることができたと思います。また入試が近くなると、
推薦対策として小論文の添削や面接の練習、またアドバイスもしてくださり、自分
なりに適度な自信を持って本番に臨むことができました。　お陰様で第一志望の都
立国立高校に合格でき、本当に嬉しいです。国語は山﨑先生、数学は渡辺先生、英
語と理科は川瀬先生、社会は菅佐原先生にお世話になりました。先生方や家族の支
えがあったからこその合格だと思います。本当にありがとうございました。

都立戸山高校、中央大学附属高校、
狭山ヶ丘高校（Ⅰ類）

脇田 修吾 さん
東久留米市立
久留米中学校

　国語、山崎先生へ。先生の授業では過去に合格した先輩たちの得点を知ることが
できたので、それを目安に、自分がどれだけ力がついてきたのかがわかり、とても
参考になりました。英語、川瀬先生へ。塾に入る前は英語があまり得意ではなかっ
たけれど、演習で長文問題を解いたり文法問題を解いたりする中で英語がどんどん
得意になっていきました。数学、渡辺先生へ。数学が苦手だった僕ですが、先生の
わかりやすい図と根拠をしっかりと示してくれる解説のお陰で本番でしっかり点が
取れる力がつきました。理科、川瀬先生へ。先生は、受験でのポイントはもちろん、
僕たちの興味をかき立てる面白い理系知識の話をしてくれました。僕が理系の学校
を第一志望に決めた理由の一つは、川瀬先生の話を聞いて研究に興味を持ったから
です。社会、菅佐原先生へ。先生は、いつもダジャレやギャグで楽しませてくれた
り、実際の体験を交えて歴史の事柄について話してくれたりしたので、とても分か
りやすかったです。朋友の先生方、本当にありがとうございました。

都立武蔵野北高校、豊島学院高校

松崎　楓 さん 清瀬市立第二中学校

　僕は中学3年生の春期講習から朋友に入りました。朋友に入るまでは、受
験は自分と遠いものだと思って、志望校も中々決められていませんでした。
朋友へ入って、勉強していくうちに上位校を狙ってみようという意欲が持て
るようになりました。ここまで楽しく勉強できたのは、朋友だったからだと
思います。そして、夏休みから第一志望に決めていた共通問題都立最上位校
の武蔵野北高校に挑戦しました。内申点が他の受験生より低かったので直前
まで不安でしたが、最後に第一志望校合格という満足のいく形で勉強の成果
が出せてとても嬉しかったです。朋友で勉強した楽しい時間はずっと忘れな
いと思います。ここまでやって来られたのも、朋友の先生方の個性ある授業
を受けられたからだと感じています。山崎先生、渡辺先生、川瀬先生、菅佐
原先生、野村先生、松本先生、本当にありがとうございました。

國學院高校

松本 歩香 さん
東久留米市立
久留米中学校

　私は小学4年生の時から朋友に通っていました。最初は中学受験をしようと考
えていましたが、なかなかうまく行かず、途中で諦めてしまいました。それからは
ずっと勉強から逃げてきました。でも、中３の夏のクラス替えでＴクラスに上がっ
たことで、私は変われました。夏期講習前半は、今までに解いたことがなかったハ
イレベルの問題で全く解くことができず、落ち込みました。そして授業でも、つい
ていくのに精一杯でした。それでも、いろんなパターンの問題を解いたり、解き方
のコツを教えてもらったりしていくうちに、少しずつですが理解できる内容が増え
ていき、そしてそれが自分への自信へとつながりました。それからは小学１・２年
生の頃の自分からは考えられないくらい、たくさん勉強に取り組みました。先生方
が私にたくさんの問題に触れさせてくれたおかげで、変わることができました。先
生方には、感謝してもしきれないです。そしてたくさんお話ができて楽しかったで
す！本当にありがとうございました。

都立国立高校、早稲田実業学校高等部、
錦城高校（特進）

行徳　翼 さん
東久留米市立
久留米中学校

　僕は中学3年の春期講習から朋友に入りました。中学１・2年の時は塾に入っ
ていなかったので、自分の実力がわからず、塾を探していました。実際に朋友の面
白い授業を受け、入塾を決めました。塾に入ってからは、毎回の小テストや月例テ
ストや演習を頑張ることで、それが励みになり、実力を伸ばしていくことができま
した。先生方が勉強へのモチベーションを高める話をたくさんしてくれたので、つ
まずいた時もあきらめずに勉強を続けてこられました。そして、朋友に通ってくる
他の友達と切磋琢磨し合うことで、とても楽しく通うこともできました。塾に入る
までは勉強があまり好きではなかったけれど、朋友の先生方の授業のおかげで問題
を解くのが楽しくなり、勉強が好きになりました。結果として、私立では早稲田実
業に、そして最後に第一志望の都立国立高校にも合格することができました。大好
きな友達と先生方に感謝しています。ありがとうございました。

都立戸山高校、錦城高校（特進）

紺野 篤志 さん 清瀬市立第二中学校

　僕は中学1年生から朋友に入りました。中１・２の２年間で、国数英の基礎を
固め、中３で実践的な問題をたくさん解いたことで、不得意な教科がなくなり、数
学は大きな武器になりました。ただ、内申点が思うように伸びず、都立を倍率の高
い戸山高校から変えるべきかなと、最後は一日中悩みましたが、本人の意思を朋友
の先生方が尊重してくださり、第一志望を貫いて戸山高校を受けることを決めまし
た。長時間開放された自習室では、塾においてある過去問や、先生方からもらった
プリンﾄに集中して取り組むことができました。先生方からは、わからないところ
の解説や、学校ごとの解くポイント・生徒一人一人に合った問題の解き方の説明を
していただきました。結果、ここで培った自信と当日の運にも恵まれ、戸山高校に
合格することができました。きっと朋友に入っていなかったら、合格不合格以前に、
難関の自校問題作成校を目指してすらいなかったと思います。実は朋友に入れたこ
とが、僕の中学校生活の中で最も幸運なことの一つだったのかもしれません。

中央大学附属高校 

金田 涼馬 さん 新座市立第六中学校

　僕は中2の冬期講習の時、朋友に入塾しました。国語がとても苦手だったので、
個別指導を取って山﨑先生にみてもらうことにしました。第一志望の中央大学付属
高校の推薦入試直前の1月からは小論文もみてもらい、何度も書いては添削して
もらいました。文章を書くコツを教えてもらえたので、本番でも自分なりに良いと
思える小論文が書けたと思います。例年だと推薦入試では９科の内申点の合格者平
均が43くらいだったのですが、僕は38しかなく去年は３８以下で合格した受験
生はいなかったので正直厳しいと思っていました。でも、朋友の先生のフォローも
受け、ラストスパートをかけることができたおかげで、当日の英語と数学のテスト
でも力を発揮することができ、合格することができました。僕は朋友に通っていな
かったら、勉強をここまでやってこられなかったと思うので、先生方には本当に感
謝しています。1年間ありがとうございました。

2022年度入試 合格速報2022年
合格入試

体験記

練馬区立
大泉第四小学校

私立中学入試
●立教新座中
●中央大学附属中
●城北中
●独協中
●明治学院中
●三輪田学園中
●東京電機大中
●跡見学園中
●十文字中
●城西大学附属城西中
●淑徳巣鴨中
　（Ｓ選抜・奨学生Ｃ）

●星野学園中（理数選抜）
●星野学園中
●西武学園文理中
●狭山ヶ丘高等学校付属中
●西武台新座中（特進選抜）
●西武台新座中
●聖望学園中

都立中学入試
●大泉高等学校附属中

都立高校入試
●日比谷高
●国立高
●戸山高
●青山高
●新宿高
●国分寺高
●小山台高
●武蔵野北高
●小金井北高
●北園高
●日野台高
●多摩科学技術高

●小平高（外国語）
●小平高
●井草高
●清瀬高
●豊島高
●武蔵丘高
●鷺宮高
●保谷高
●東大和高
●科学技術高
●田無高
●久留米西高
●東村山西高

私立高校入試（東京都）
●早稲田実業学校高等部
●国際基督教大学高
●中央大学附属高
●中央大学杉並高
●城北高
●明治学院東村山高
●成蹊高
●國學院高
●日本大学第二高
●錦城高（特進）
●錦城高
●拓殖大学第一高（特進）

●拓殖大学第一高
●日本大学豊山高
●明法高（特進）
●明法高
●聖徳学園高
●東京電機大学高
●東亜学園高（特進）
●文化学園大学杉並高
●武蔵野大学高
　（ハイグレード）
●城西大学附属城西高
●東京家政大学附属女子高
●実践学園高
●豊島学院高（選抜）

●豊島学院高
●目白研心高
●白梅学園高
●昭和第一学園高
●豊南高（特進）
●豊南高
●東京女子学院高
●日本工業大学駒場高

私立高校入試（埼玉県）
●西武学園文理高
●狭山ヶ丘高
●聖望学園高
●西武台高

大学入試
●早稲田大学
●上智大学
●東京理科大学
●明治大学
●中央大学

●立教大学
●法政大学
●明治薬科大学
●成蹊大学
●國學院大学
●武蔵大学
●昭和女子大学
●杏林大学
●日本赤十字看護大学
●津田塾大学
●専修大学
●日本大学
●東洋大学
●昭和女子大学

●日本女子大学
●学習院女子大学
●駒澤大学
●武蔵野大学
●東京家政大学
●聖心女子大学
●順天堂大学
●跡見学園女子大学
●大東文化大学
●亜細亜大学
●帝京大学
●実践女子大学
●大妻女子大学
●清泉女子大学

●跡見学園女子大学
●桜美林大学
●帝京平成大学
●東海大学
●白梅学園大学
●東京国際大学
●日本社会事業大学
●武蔵野学院大学
●日本医療科学大学
●国際文化理容美容専門学校
●青山製図専門学校
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