
四日市高校 普通科 H・Aくん 

私は兄や姉の影響で 4 年生の春期講習でオネストに入りました。小学校でやるような内容は簡単なので余

裕と思っていましたが、オネストの全国模試を受けると全く歯がたたず、点数も60点前後でした。そこから、

オネストでみっちり教えてもらうようになり、少しずつ点数も順位も上がり、特に算数では 90 点台や満点

もとれるようになりました。中学に入り、定期テストがあり、分からないことも多かったけど対策もしてもら

い、順位もそれなりによくて調子も上がっていました。しかし、中 1の6月のテストでZクラスから落ちてし

まいました。その時に書かされた「猛省カード」は今でも忘れません。「猛省カード」を 3 回ためてしまうと週

6 本科になってしまうのでそこからは Z に上がれるように頑張りました。私は、サッカー部に入っていまし

たが、オネストで学ぶことで勉強の心配はなくなり、十分にサッカーに打ち込むことができました。学年も上

がり、3 年生になると本格的に進路について考えなければいけなくなりました。高校のことはよくわからず、

それなりのところに行ければと思っていたので、最初は志望校判定に四日市とは書いていませんでした。し

かし、「お前が本気でやれば四日市でも受かる」と言われ、本気で四日市高校を目指すようになりました。し

かし、目指すようになったのは冬期講習あたりからで、不安もありました。ただ、やれるだけのことはやって

みようと思い、今まで一度も手を付けなかった講習の教材や宿題をしっかりこなし、プリントもすべてしま

した。すると、休み明けのぜんけん模試で成績が上がり、偏差値が70を越える教科も出てきました。そこか

らは苦手な歴史をひたすら勉強し、本番では苦手な社会で44点をとれたし、英語に限っては満点すら取れ、

本気でやれば本当に受かりました。自分の能力を気づかせてくれたりたくさんのことを教えてもらったり、

感謝しています。6 年間とてもお世話になりました。本当にありがとうございました。オネストの先生のこと

は多分忘れません。懐かしい中根先生のことも覚えておきます。高校に入っても頑張ります。 

 

四日市高校 普通科 S・Aくん 

自分は親せきのすすめでオネストに入りました。やっぱりつらかったのは大量の宿題です。特に中学 3 年生

の夏期講習と冬期講習はきちんと宿題をやっていました。もちろんとてもつらかったですが、そのあと模試

で結果が出ると嬉しかったです。だから、これから頑張る人はそこだけは結果のために本気でやってほしい

と思っています。3 年生の後半になるとほぼ毎日がオネストの補講になります。毎日は正直に言うととても

きついです。自分も絶対に休まないようにし、行っていました。その結果、受験も驚くほど簡単に解けるよ

うになり、各々の受験勉強も楽に進めることができました。だからみなさんにもこの補講には行ってほしい

と思っています。実は自分は家では勉強に身が入らず、サボってしまうことが多々あったのですが、オネス

トという勉強ができる場所があったので、コツコツと成績を上げることができ、無事志望校に合格すること

ができました。自分も最初からきちんと宿題をすればもっと上に行けたのではないかと思っています。これ

から受験生になる人は自分と同じように後悔しないよう宿題をちゃんとしてほしいと思っています。 

 

四日市高校 普通科 F・Rくん 

僕がオネストに入塾したのは 3 年生の 4月で塾を探していた時に友達にオネストの魅力を教えてもらった

のが入ったきっかけです。テストの結果でクラスが決まるという仕組みに魅力を感じていました。入った当

初、周りのレベルの高さに驚きました。また、数学の授業のテンポが速く、ついていけるかかなり心配でし

た。ですが、フレンドリーな先生方のおかげですぐに雰囲気に慣れることができました。感謝しています。ど

の授業も非常に分かりやすく楽しくて、オネストに行きたくないと思うことが一度もありませんでした。すば

らしい環境をつくってくれた先生方のおかげです。自主的に勉強することが苦手な僕にとってオネストは最

高の環境でした。入ってよかったとつくづく思います。大量の宿題が配られる補講はかなりつらかったです

が、自分の学力向上につながってよかったです。やればやるだけ本番での自信につながると分かりました。

高校生活が始まったら、オネストで学んだことを自分の強みにして頑張ろうと思います。オネストそして先

生方に出会えて本当に良かったです。1年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1部：オネスト生「合格体験記」 
 



四日市高校 普通科 S・Rくん 

僕は 3年生の春期講習からオネストに入塾しました。僕は小学校、中学校 1，2年生の時に勉強ができるほ

うだったので、進学校に進学したいなと考えていました。入塾する前にオネストの講習はテストの成績順に

Z、T、Sに分けられることを知っていたので、僕はZ、最悪でもTには入れるかなと思っていました。いざ、

クラス分けを見てみるとZにも Tにも名前がなく、一番下の Sクラスでした。正直信じることができません

でした。しかし、S クラスで学んだ経験が今後の受験勉強にも生きていました。S クラスで学んだこと、それ

は「反骨心」です。「反骨心」を身に着けたことで次の全国模試で Zクラスの最後列まで順位を上げることが

できました。それから勉強を続け、Z から落ちることはありませんでした。受験に向かって勉強するうえで

「反骨心」は何よりも大事だと思います。僕も国際科学コースこそ逃しましたが、無事に第一志望の四日市

高校に合格することができました。どれだけ辛くて、くじけそうになっても自分の「反骨心」とオネストの先

生方を信じて頑張ってください。 

 

四日市高校 普通科 M・Dくん 

僕は中 3の春期講習からオネストに入塾しました。最初から Z クラスで授業を受けることができました。入

塾した時は、四日市など夢のまた夢。四南の数理も無理なレベルでした。そして、オネストの順位も学校の順

位も落ちていくばかりでした。結局、成績も上がらずに夏期講習、冬期講習と終わってしまいました。このと

きの第一志望は四南の数理でした。僕の成績が上がり始めたのは、1 月ぐらいでした。そこから、受からな

いと思っていた鈴鹿高専にも受かり、四日市か四南で迷い、西岡先生に背中を押していただき、四日市を

受けることにしました。そして、受かることができました。本当にオネストの先生方には感謝しています。特

に、都築先生。1番苦手だった社会が2番目くらいに得意になりました。いつも僕のことを煽ってくれて、そ

のおかげで勉強するやる気がでました。高専に受かったのは都築先生のおかげです。あと末松（先生）。とて

も迷惑をかけたと思いますが、それでもいつも質問を聞いてくれてありがとうございました。そして受験生。

夏期講習と冬期講習は適度に手を抜いて休憩を入れながらしないと死んでしまいますので、要注意です。

また夏期か冬期で成績が上がらなくても僕のように 1月から伸びる人もいるかもしれないので絶対にあき

らめずに最後までやり切ってください。村田先生、西岡先生、奈央先生、末松（先生）、都築先生、中島先生

今までありがとうございました。高校生になっても頑張ります。 

 

津高校 普通科 I・Kくん 

僕は 4年生から春期講習や夏期講習に行っていました。本科に入ったのは小 5 の 2月でした。オネストに

入った当時は「ちゃんとしやなだめだ」という気持ちが強く、宿題を毎回全部やったり、授業を真面目に聞

いていたりしました。しかし、その気持ちは年々弱くなっていき、宿題もほったらかし、授業も睡魔に負けて

寝たりしていました。春期講習や夏期講習、冬期講習の宿題も最初は「絶対宿題を全部やるぞ！」と意気込

みますが、それも 3 回までしか続きませんでした。そして受験がある中学 3 年生になりました。僕はそれで

も宿題をしませんでした。だから夏期講習や冬期講習では宿題を全部やろうとしました。友達と「Team 

library」を結成し、毎日講習の前に図書館に通い、宿題をこなしました。そうしてもなお、宿題をすること

はできませんでした。もうお気づきでしょう。そうです。僕は自分で勉強ができない人なんです。家で机に

向かわないし、やっと勉強を始めたとしても気づけばスマホを触っていました。もちろん図書館でも同様で

す。しかし、受験 1か月前から過去問を解き始めました。5年分の過去問を 1週間と少しの期間で解くとい

うものです。僕にとってはこれが 1 番きつかったです。ほぼ毎日 3 時間 45 分オネストに収容されて 5 教

科のテストを受けるというのが本当に地獄でした。5 年分の過去問はすべて志望校のボーダーを超えてい

て、本当に喜びました。このまま後期試験まで走り抜けようとしましたが、僕はそんなことできません。「5

年分の過去問が全部合格したから絶対受かるやん」という考えにたどり着き、受験の 2 週間ぐらい前から

家で全く勉強をしなくなりました。でも無事合格することができました。こんなに勉強しなかった僕が合格

できた理由は２つあります。1 つ目は運です。僕は分からないところがあったら勉強するより、テストに出な

いことを願いました。運よく僕が苦手な単元はあまり出ませんでした。みなさんは絶対にマネしないでくだ

さい。2 つ目はオネストです。オネストはたくさんの補講を行っています。家で勉強しなくても補講さえ行け

ばなんとかなります。僕はでかい数学の先生にめちゃめちゃ補講に来させられました。オネストの先生方は

とても親しみやすくわかりやすく授業をしてくれるし、いつでも質問を聞いてくれます。こんなに最強な塾

はオネストだけです。本当にオネスト生でよかったと心の底から思います。5 年間本当にありがとうござい

ました。オネスト最高！！！ 

 

 

 

 



津高校 普通科 K・Hくん 

小 4から 6年間オネストでお世話になりました。常にオネストで 1位を狙い勉強することで、何度もピンク

マーカーをとることができました。ライバルが増えたころ、得意の数学で何度 100 点をとっても社会の点

の低さによって負けが続くようになりました。僕が伝えたいのは「得意」をだれにも譲ってはいけないこと、

「苦手」から逃げないことです。数学だけがとびぬけて得意な生徒、全国模試で 100点を連発してみてくだ

さい。県立の後期は数学だけ難しいので、数学で満点をとる癖がつくと武器になりますよ。しかし、比較的

点の取りやすい社会で点が取れないと後期試験で泣くことになるかもしれません。社会が苦手だった僕は

そう考え、「社会」という鉄砲にはなれないが相手の刀から身を守る盾という強力な武器を手に入れようと

していました。すると2月のぜんけん模試では社会で満点をとることができました。入試でも社会の悪夢を

心配することなく、5 教科とも実力が出せました。これからも 1 位争奪レースを楽しもうと思います。「天下

のオネスト」の卒業生としてレースに負けてちゃ本物になれないですから！ 

PS：Zクラスのメンバーや先生方に出会えてよかったです。 

 

津高校 普通科 M・Yくん 

僕は、中学校に入ると同時にオネストに入りました。オネストの先生方に 3 年間サポートしていただいたお

かげで第一志望の高校に合格できました。また、オネストでのたくさんの補講や、オネストの先生方の面白

くてわかりやすい授業のおかげで 3 年間学力アップをすることができました。こうして、勉強を頑張ってこ

られたのは、オネストの先生方だけではなく、友達のおかげでもあると思います。また、オネストのテストで

友達に勝ちたい、Z クラスに残りたい、もっと後ろの席に座りたいという思いが強くなり頑張れました。次

は、僕が次の受験生の皆さんに伝えたいことについてです。1 つ目は、僕は数学にとても苦しみました。で

すが、数学の勉強はあまり好きではなかったので、逃げ続けて冬期講習でやっと数学の勉強をしないとい

けないと気づきました。受験まであまり時間がなく、数学の点数を満足のいく点数まで上げることができま

せんでした。だから、次の受験生は苦手な教科から逃げずにコツコツと頑張ってください。僕は今、もっと数

学を頑張っておけばよりランクの高い高校を受けることができたのにと思っています。このように後悔しな

いためにも頑張ってください。2 つ目は、苦手だということを隠さないことです。オネストの先生方に苦手

な部分のことを話せば、すぐにプリントを刷ってもらえます。僕は国語の作文が苦手でぜんけん模試や夏期

特訓や冬期特訓では 2点や 4 点ばかりでした。このことを奈央先生に言うと、アドバイスと作文のプリント

を刷ってもらえました。このプリントを添削してもらううちに、作文が満点になっていきました。だから、苦

手だということを隠さないでほしいです。3 つ目は、オネストの先生方から言われたことはすべてやること

です。なぜなら、受験直前にここは出そうだからやっておいたほうがいいよといわれたところが本当に出た

からです。だから、渡されたものや言われたことはちゃんとやりましょう。4 つ目は過去問を信用しすぎな

いようにすることです。僕は、過去問の点数はすべて津高校のボーダーラインを超えていたので大丈夫だ

と思っていました。ですが、本番が終わってから自己採点をすると 5点ぐらい点数が下がってしまいました。

だから、過去問の点数が取れるから大丈夫というわけではないので過去問は参考にするくらいにしておく

べきです。そうしないと過去問を信用していた僕のように本番で点数が下がってしまいます。また、常に過

去問の点数から 5点ほど下げた点数が本番でとれる点数と考えるほうが良いと思います。最後にはなりま

したが、オネストは最高に楽しかったです。先生方のおかげで合格することができました。3年間ありがとう

ございました。 

 

津高校 普通科 T・Kくん 

僕は 3 年生の春期講習から塾に入りました。兄がオネスト卒業生で、オネストは楽しいよと聞いていたので

オネストに入ることを決めました。実際入ってみると、先生たちが面白く、すごく教えるのが上手で楽しかっ

たです。人数がかなり多いので、他校の子と話す機会があり、友達ができたりするので、高校に行くときも

知り合いがいるので安心します。オネストでは楽しいことばかりじゃなかったです。つらいことの方が多か

ったのかもしれません。何と言っても春、夏、冬の講習、そして大量の宿題はかなりきつかったです。何度先

生のことを許せないと思ったか。（特に数学）けれども、こんなにたくさんの宿題をやればもちろん知識は増

えるし、なにより自分は勉強を頑張ったという自信になります。僕は理科と国語がかなり苦手でしたが、か

なりできるようになったと思います。不思議とたくさん勉強していると、受験勉強が苦にならなくなります。

普段のオネストでもたくさんの宿題は出るので、それをしっかりやることが 1 番大切だと思います。遅くか

ら入ってもオネストはなじみやすいのですごくよかったです。1年間ありがとうございました。 

 

津高校 普通科 M・Eくん 

勉強は大嫌いだったけど、オネストに来て、悪くないなと感じられるようになりました。西岡先生は嫌われ

ているけど、僕は好きです。 



津高校 普通科 M・Uさん 

私がオネストに入ったきっかけは兄がオネストに通っていておススメされたからです。兄がオネストに入っ

た理由は、オネストは家から近いし、近所の学生たちからの評判が良かったからだそうです。私はオネスト

に入って本当に良かったです。自分にオネストが合っていたということもありますが、オネストでの授業は

楽しく、受験に役立つ知識を習うので安心しました。私は中学 3 年生の夏期講習から入りました。周りの友

達よりも遅く塾に入ったので不安もありましたが、オネストの先生が熱心に教えてくださったおかげで、周

りの子たちに追いつくことができました。私が受験勉強でやってよかったことは主に 2つです。1つ目は教

科書を読むことです。私は歴史が苦手だったのですが、教科書を読むことで忘れていた出来事を思い出す

ことができてとても良かったです。受験では 1，2 年生で習ったものも出るので 1，2 年生の復習が重要で

す。受験では教科書をもとにして問題をつくっているので、教科書に載っている写真や端っこに書いてある

コラムを読んでおくのも良いと思います。2 つ目はメモを取ることです。筆箱にメモ帳をいれておいて授業

中にわからなかったこと、知らなかったことをメモします。わからなかったことは家で調べ、知らなかったこ

とは覚えなおし、夜寝る前に思い出します。寝ているときに脳が情報を整理するので寝る前に思い出すこ

とで忘れにくくなります。受験で大切なのは、わからない、知らないものをなくすことです。そのためにメモ

をすることは効果的だと思います。私はオネストのおかげで第一志望の高校に合格できました。本当にオネ

ストに通うことができてよかったです。オネストの経験を生かして高校でも頑張っていきたいです。 

 

津高校 普通科 M・Kくん 

僕は小学校4年生の冬期講習からオネストに入りました。小学校4年生から中学校2年生まで全く勉強を

していなかったため、学校でも塾でも成績が悪かったです。中学校 3 年生になってから夏期講習の前まで

はずっとT1でしたが夏期講習のクラス分けでZに上がることができました。夏期講習はこのままZに残り

たいという思いでたくさん勉強しました。中 1、中 2 でさぼっていた分を夏休みの間で取り戻し、それから

はずっと Zにいることができました。冬期講習では宿題が多くとても大変でしたが、さらに力をつけること

ができました。冬期講習後は他教科に比べ国語の点数が低く不安でしたが、授業をしっかり受けることでだ

んだん不安はなくなっていきました。講習や補講などのサポートのおかげで自信をもって試験を受けるこ

とができました。オネストの先生方にはとても感謝しています。今までありがとうございました。 

 

津高校 普通科 S・Sくん     

僕は中学 1年生の春期講習からオネストに入りました。僕は春期講習の 1日目を休んでしまい、みんなとは

1 日遅れてスタートしました。とても不安で緊張していたときに、先生がそっと寄りそってくれて優しくいろ

いろなことを教えてくれました。だから、安心して授業を受けることができました。国語が苦手で毎回テスト

で足を引っぱって、悩んでいるときには、毎週問題プリントをつくってくれて、丁寧にサポートしてくれまし

た。このようにオネストの先生は、どんなときでも優しく、全力で僕たちをサポートしてくれました。テスト期

間には土曜日の朝に対策をしてくれ、夏期講習などの講習では部活を配慮して時間を決めてくれました。

生徒のことを一番に考え、補講などを行ってくれたので徐々に学力が上がっていきました。1 年生、2 年生

のときは津高校なんて行けるわけがないとばかり思っていましたが、3年生になってからは、津高校を第一

志望とするようになりました。後期の受験で大切なことすべてを各教科の先生が 3 年かけて伝授してくれ

たので、津高校に合格することができました。オネストの先生の授業はとてもわかりやすいだけでなく、お

もしくろく興味深いです。そのような授業が行える先生たちは本当にすごいと思います。3 年間という短い

間でしたが、とてもお世話になりました。きついこともつらいこともたくさんありましたが、津高校合格へと

導いてくれてありがとうございました。 

後輩へ 

オネストの先生の授業をしっかりと受けて、出された宿題をしっかりとやれば、第一志望の高校に絶対合格

できます。だから、受験に向けて、オネストの先生を信用して進んでいってください。しっかりと最後まで全

力で指導してくれるので、つらいことがあっても頑張ってください。この世の中にオネストより良い塾はあ

りませんと言っていいくらい、良い塾なので、オネスト生であるということに自信を持ってこれから頑張っ

てください。質問などにも喜んで答えてくれます。積極的に質問してください。受験まで努力していく中で、

しんどくなることは絶対あります。そんなときにはしっかりとメリハリをつけて休憩してください。休憩を上

手にとることができれば合格という文字も近づくと思います。受験までの道のりをオネストの先生と共に

全力で走りきってください。応援しています。 

 

 

 

 



四日市南高校 普通科 T・Rさん 

私は5年生の終わりに友達に誘われてオネストに入りました。初めての塾、初めての春期講習で1冊のテキ

ストを渡され春期講習が始まる前に進めといてと言われ春期講習の前日に泣きながら終わらしました。そ

の時ぐらいです。真面目に宿題を終わらしたのは。そこからフレンドリーな先生たちと仲良くなり人見知り

な私でも気軽にいろんなことを話すことができました。中学に上がる頃、正直勉強の不安はありませんでし

た。それもオネストに通い続けていたからです。中学校の勉強より今まで一度も関わりのない西岡先生の英

語の授業の方がよっぽど不安でした。そこから中学 3 年生になるのは一瞬でもっと遊んどけばよかったっ

てすごく思いました。中3の夏期講習はすごく辛いって脅されます。でも私はさぼったのでその辛さを感じ

ることはできませんでした。でも明らかに T クラスに入ることが多くなり、夏休み終わってから後々後悔し

ていました。この時からもっと勉強しようと思うようになります。けど今まで勉強する習慣が付いていない

ので家では寝てばかりだったり、ゲームをしていたりオネストの宿題をしないのは当たり前、そんな生活を

していました。そうしているうちにすぐ冬期講習がきます。その前に自習教室という今まで一切手をつけて

こなかった教材の提出があります。私は自習教室を終わらすのに必死で、冬期講習のテキストは手に負えま

せんでした。すると冬期講習が始まって 1 日目何も宿題をやっていません！みんなはもう何十ページも進

んでるのにさすがに焦りました。けど、こんなに焦ってもやれない人はやりません。これがオネストで学んだ

ことです。勉強しよう！って心で決めていても今まで家で勉強する習慣がない人は絶対やりません。勉強で

大切なことは習慣づけることと継続していくことだと思います。塾にまで入って習慣がついていないとい

うことは本当に自分の意志で動くことができないといけないということです。受験が終わっても何かもや

もやした気持ちが残りました。これはやっぱり今までの自分の勉強に納得ができなかったからだと思いま

す。結果も大事だけどその過程の方がもっと大事だという言葉の意味が分かった気がします。こんな私で

も四日市南に受かることができたのは小学校の頃からオネストに入って基礎がしっかりしていたからだと

思います。オネストで出会った友達も沢山いるし、とにかく先生達の熱意がすごく素敵でした！これからオ

ネストがない生活を考えると不安です。でも、オネストで学んだ沢山のこと、勉強に限らずいろんなことを活

かして高校生活頑張ります！今までありがとうございました。 

 

四日市南高校 普通科 Y・Yさん 

私は中学 1 年の春期講習ごろからオネストに通い始めました。オネストへはいとこが通っていたこともあり、

小学生のころから塾の話を何度も聞いていたので入りました。入ってばかりの頃はオネストへ通っている

知り合いもいなかったので不安は大きかったけれど、面白くて分かりやすい先生たちの授業のおかげで毎

回楽しく授業を受けることができました。中学 1年生のころからオネストへ通っていたおかげで家での勉強

ぐせもつけることができ、模試もたくさんあったので嫌ではあったけど良い経験になったと思います。私は

中学校 1年生から中学校 3年生まで志望校は一度も変わることなくずっと四日市南を目指してきました。

3 年生のころから志望校判定が始まりほとんど 70％はあったので余裕で合格するんじゃないかと正直思

っていました。でも 3年生の 3学期に入ったころから 3年間得意としてきた数学の点が落ちはじめ、後期

テストまであと 1 か月しかないという時期に県立の過去問で自分の目を疑ってしまうぐらいの低い点数を

とってしまいました。その点数が衝撃であったし、点数源になるはずの数学が低すぎることに対して本当に

合格できるのか、私が受験した年は四日市南の倍率がとても高かったので余計に不安でした。残り 1 か月

と焦り始めるには遅すぎましたが、とりあえず分からないところは納得できるまで質問して不安がってい

ても仕方がないので、3人に2人は受かるしというポジティブ思考で1か月間勉強を頑張りました。倍率も

高く過去問もそれほど良くなかったので志望校を落とすべきか悩みましたが、オネストの先生たちが背中

を押してくれたおかげで変更せずに結果として合格することができたのでオネストの先生たちには感謝し

かないです。うわさ通り 3 年生の夏期講習、冬期講習は地獄でしたが、達成感は大きいし、オネストでしか

感じられないものだと思います。そしてオネストでその大変さを乗り切れたことで四日市南に合格できたと

思うのでオネストに入ってよかったです。3年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



四日市南高校 普通科 M・Aさん 

私は中学1年生からオネストに入りました。きっかけは姉がオネストに通っていたことです。とくに平日家で

は勉強をしていなかったので、オネストに通っていてよかったです。中学3年生の夏期講習と冬期講習の宿

題が多く毎日勉強をすることが大変でした。ですがそれをすることによってかなり力がついたと思います。

自分の得意な教科は大丈夫ですが、苦手な教科は覚える量が増えるとやりたくなくなってしまい後回しに

なっていたと思います。そのため中学校 3 年生の 12 月頃にあせりだしすごく大変でした。なので、苦手な

教科を後回しにせず、取り組んでほしいです。とにかくわからない問題はたくさん先生に聞き、理解するこ

とが大切だと思います。先生方がたくさん質問に行っても一問ずつていねいに教えてくださったのでうれ

しかったです。家族にはたくさん手伝ってもらい、感謝しかないです。問題でわからないことを教えてくれ

たり、たくさんのことをしてもらい支えてくれました。そして無事第一志望の学校に合格でき、がんばってき

てよかったです。 

 

四日市南高校 普通科数理科学コース K・Mさん 

私は、中学 3 年生の夏期講習から、オネストに入りました。オネストに入ったきっかけは、姉と兄が入ってい

たからです。私は、3年生の夏までは、部活だけに集中しており、勉強の習慣など0に等しい状態でした。そ

のような状態で始めた夏期講習は、とても辛かったです。私の夏期講習のクラスは S1 でした。その頃から

志望校は“南高”とある程度決めていたため、焦燥感に駆られました。両親や南高に通っていた姉に「S1 じ

ゃ合格できない」と言われ、頑張ろうと決意しました。まず私が取り組んだことは各教科の小テストの勉強

をしっかりとすることです。自分は基礎ができていないことがわかっていたため、そこの努力をしようと決

め、頑張りました。そして講習明けのクラス替えで T に上がることを目標に先生から配られたプリントや宿

題を全てこなしました。その結果、T1 まで上がることができ、頑張って良かったと実感しました。夏休みが

明けると部活も引退し、一気に受験モードへと気持ちを切り替えました。平日のオネストがない日は iワーク

と自習教室を終わらせることに集中し、分からないところは積極的に質問しました。私は受験勉強で大切に

した事は、わからないものをわからないままにしないということです。自分で考えて、それでもわからなか

ったら先生に聞くことを繰り返していたことで解ける問題が増えていていき、勉強も楽しくなりました。オ

ネストで1番つらかった事はやはり冬期講習です。私立受験が近づいてきて焦るなか、大量の問題を解くこ

とでわからない問題もたくさん出てきて焦りが倍増でした。そしてなんといっても宿題の多さ。毎日毎日終

わりが見えない数学のプリントと長文のプリントと戦いました。私は夜の自習に来ており午前中は図書館に

行っていたため 1 日中勉強で頭はパンク状態でした。それでも問題が分かるのが嬉しくて勉強をやめたい

と思った事はありませんでした。私立受験が終わり、後期までの１か月は、ほぼ毎日日曜日以外はオネスト

に通い、本科の後は 11 時半まで質問していました。過去問タイムが始まると質問もたくさんでてきて学校

が終わると直でオネストに来たこともたくさんありました。私が質問があると言えば時間をとってくれた先

生方にはとても感謝しています。私がオネストに通ったのは 8 か月間という短い間だったけど、とても濃く

楽しかったです。オネストの先生方に加え、大学生のアルバイトの方々のおかげで勉強が楽しくでき、無事第

一志望の高校に合格することができました。たくさん大変なこともあったけどオネストに来るのは楽しく嫌

だと思った事はありませんでした。オネストに通ってよかったです!   

 

四日市南高校 普通科数理科学コース E・Yさん 

私がオネストに入ったのは中３の春期講習からでした。入塾した理由は同じ中学校の人が多く通っていたか

らです。入塾してみると塾の終わる時間が22時30分で次の日起きるのがとてもつらかったです。授業は

個性強めの先生が多く楽しかったです。でも、夏期講習や冬期講習の宿題の量がとても多く大変でどんど

ん溜まっていったので塾が休みの日に溜まっていた宿題をすることになりました。だから夏休みと冬休み

はたくさん勉強をすることになってしまいました。オネストでは模試を行っていて、その都度成績でクラス

と席が決まるのでかなり緊張感がありました。何度も模試を経験したことで試験当日もあまり緊張せずに

受験することができました。そして無事に志望校に合格することができました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

四日市南高校 普通科 N・T くん 

私は中学 1年生の夏期講習からオネストに入りました。最初は Sクラスからはじまり、授業の雰囲気が怖す

ぎて本当に行きにくいなって思うこともありました。僕の場合はクラブの活動が土・日・水しか練習がなか

ったのですが、その1回1回がしんどすぎて疲れが翌日の塾にも残ったりして気を失うほどの思いをしまし

た。もともと入ったきっかけは学力の向上はもちろん、周りの子が次々と塾に入っていく様子を見ていたか

らです。気合い入れて入ったオネストもなぜか入塾してから半年間成績が下がり続けました。さすがにオネ

ストの先生にも心配されました（笑）。Sからスタートしたクラスも 2年生の時には T、冬期講習では Zにも

行きました。3年生では T2に基本いましたが、Z、T１、そして大事なラストスパートのかかる冬期講習では

S1に落ちました。正直本当にヤバイと思いました。3年生になった時に本科の曜日が水・土になり水曜日の

本科に出れず、ずっと補講を受けていました。一応最後の大会が終わり勉強に切り替わるとき、ぼくは全然

切り替わりませんでした。秋になっても一向に成績が伸びず、クラスが落ちたときは本当に絶望でした。そ

こからスイッチを入れ替えて勉強しかしませんでした。オネストの先生にたくさん助けられましたが特にＳＭ

先生にはたくさんアドバイスをもらいました。1 月から志望校をある程度決めて「倍率に関係なく四日市南

に行け」と最終的に言われたときには覚悟を決めました。理科が苦手だったので理科のプリントをしつつ社

会、英語、数学の補講はほぼ毎回行きました。受験する人の中でも下の方だと理解していたのでその分一

切手を抜かず走りきることができました。オネストの先生は神です。質問答えてくれる、プリントくれる、ム

ダ話をしてくれる。すごく生徒思いでやさしいなと改めて気づきました。「今からでもいいのでこまめに勉

強するべき？？」これオネストで本当によかったと思います。ラストスパートの追い上げは死ぬかと思いま

したが最高に楽しかったです。オネスト大好きでぇぇ～す！あ、あと末松先生はイジるとたくさん喜ぶからイ

ジってあげよう（笑）♡ 

 

四日市南高校 普通科 T・Mさん 

オネストには 1 年生の最後の方から入りました。理由は弟がオネストに入っていて楽しそうだったので体験

にいったら楽しかったからです。つらかったことは長期休みの講習です。特に3年生になってからの夏期講

習・冬期講習は毎日あって次の日までに宿題を終わらせなければならなかったのでとても大変でした。しか

し、たくさんの量の宿題を終わらすことができたときの達成感や嬉しさは何にも変えることができないも

のだと思いました。また、クラス替えでクラスが落ちたときはとてもつらかったです。しかし、その悔しさが

なければもっと勉強をがんばろうという意欲につながらないと思うのでたくさんの生徒がいて競争率の高

いオネストに入って良かったなと思いました。私は最後の方、四日市南高校はとても倍率が高くて受けるの

を諦めようと思ったけれど今までの自分の努力を信じて受験し合格することができたのでこれから受験生

になる人も自分の力を最後まで信じて頑張ってほしいなと思います。生徒のためにたくさんの時間を費や

して親身になって勉強を教えてくださった先生たちには感謝しかありません。ありがとうございました。 

 

四日市南高校 普通科 Y・Yさん 

友達の多くがオネストに入っていて、たくさんおすすめをしてくれたのでオネストに入りました。夏期講習や

冬期講習で全ての宿題をしっかり終わらせたり、部活を両立したりすることが大変だったけれど、頑張りま

した。受験対策はダラダラと長い時間するのではなく、勉強するときとしないときを切り替えることを意識

したことが良かったと思います。あと、覚えにくい公式などはよく目に入るところにメモを書いて貼ってお

くのもおすすめです。また私は社会の歴史が苦手だったので、自分の苦手なところだけを書き出したオリジ

ナルの年表をつくって全体の流れを確認するようにしました。家族にはたくさん助けてもらったので、本当

に感謝しています。プレッシャーがかかるような言葉ではなく、しっかり安心するような言葉をかけてくれ

ました。特にこの１年間支えてくれてありがとうございました。これから恩返しをしていきたいです。後輩オ

ネスト生の皆にも第一志望の高校に合格できたときのうれしさや達成感を味わってほしいと思います。そ

のために受験の日は思っているよりもあっという間に来てしまうので、一日一日を大切にして欲しいです。

受験が終わったらたくさん遊べて本当に楽しいので、それまでは辛いと思うけどがんばってください。国語

の作文は、普段から常に間違った言葉は書かないようにしたり、簡単なメモを書くときでも文法を正確に

書くようにしたりすると、楽に書けるようになるかもしれません。私ははじめ作文が苦手でしたが、このよう

なことを中１や中２のときから意識をすることで前より苦手ではなくなりました。オネストの先生方、短い間

でしたがありがとうございました。先生たちの授業はとても楽しくて本当に勉強が好きになりました。高校

でも先生たちが教えてくれたことやお話を思い出して、一生懸命頑張ります。 

 

 



 

 

四日市南高校 普通科数理科学コース T・Sくん 

僕は中 2の夏期講習からオネストに入りました。僕は元々勉強が嫌いでオネストに入る前まではテスト勉強

もほとんどしなかったので、定期テストで数学 100 点満点中 16 点を取ってしまったこともありました。し

かし、オネストに入ってからは今まで分からなかった所がだんだん分かるようになり、勉強がどんどん楽し

くなってきました。すると、定期テストの点数も伸びていき、数学も100点を取ることができました。オネス

トでは宿題が多く出ます。最初の方は「まあ、やらなくても大丈夫でしょ。」という気持ちであまり一生懸命

やらなかったのですが、部活が終わり受験生になってから一生懸命やるようになりました。すると塾で習っ

た所がどんどん身についていき、そこで宿題の大切さを知りました。後輩オネスト生のみなさんも、宿題は

とても面倒ですが、自分のためだと思って一生懸命やることをおすすめします。受験勉強で僕は暗記科目

がとても苦手だったので学校での授業が終わった後に理科と社会をもう一度一から勉強しました。この勉

強のおかげで受験当日の分からなかった所が少なくなったと思います。きついけど終わった時はとてもす

っきりしました。 

両親へ 

受験生の僕をずっと支えていただきありがとうございました。僕は最初塾に入ることを拒みましたが、塾に

入るという選択は正しかったと思いました。お父さん、お母さんの支えがなかったら絶対志望校に合格する

ことはできなかったと思います。本当にありがとうございました。 

後輩オネスト生へ 

勉強することはとてもしんどいと思いますが、頑張って勉強したことは必ず身についてきます。なので、面

倒だからと適当にやるのではなく、自分のためだと思って一懸命頑張ってください。 

１年半本当にありがとうございました。先生たちがいなかったら本当に志望校合格は無かったと思います。

先生達のことは絶対に忘れません。これからも頑張ります。 

 

四日市南高校 普通科 M・Yさん 

私は中学 3 年生の 9 月にオネストに入りました。中学 3 年生になったタイミングや夏期講習などいろんな

タイミングでオネストに入ろうか迷っていたけど、私の正直なオネストのイメージは宿題が多くてすごくきび

しくてこわそうだなあと思っていました。でもオネストに入ってみると自分が思っていたイメージとはまっ

たく違って、どの先生もとてもフレンドリーでおもしろくてどの授業もすごく楽しかったです。冬期講習は夜

中まで宿題をしてとても辛かったけど、先生たちのおかげで毎日オネストに行くのが楽しみでした。私は冬

期講習で配られたプリントを全部絶対に取り組むという目標を決めていて、今思うとあの時に必死にがん

ばってよかったなと思います。私が受験まで辛かったことは、オネストでの最後のクラス替えです。受験ま

であと1か月しかないときにクラスが2クラスも落ちました。正直あの時とても不安で志望校を変えようか

迷っていました。だけど、そんなときに西岡先生が授業中にとても厳しいことを言っていて、今の自分の勉

強量では足りないんだと実感しました。その次の日からもう一度必死に受験勉強をがんばりました。あのと

き西岡先生がきびしい言葉を言ってくれていなかったら、受かってなかったかもなあなんて思います。正直

あの時はこわくてめちゃめちゃビビッていたけど（笑）西岡先生にはいつも「おれが配るプリントは絶対しろ」

って言っていて英作文のプリントを何回もしていたらだんだん書けるようになってきて、先生の言うことは

素直に聞こうとそのときすごく思っていました。（笑）高校の倍率が出たときに志望校を変えようかすごく

なやんでいて、12 時前まで西岡先生と面談をしたことがすごく思い出に残っています。一緒になやんでく

れたのもすごくうれしかったし、あのときに志望校を変えずにがんばり続けて本当に良かったなと思います。

自分が合格できたのもオネストの先生方のおかげです。ありがとうございました。 

 

四日市南高校 普通科 N・Sくん 

僕は小学 5 年生の時にオネストに入りました。最初の方は宿題や勉強に真面目に取り組むことができてい

たけど、中学校に入ってから部活との両立がとても大変になりました。そんな時に先生方の楽しく分かりや

すい授業のおかげで学校のテストや全国模試でいい点数を取ることができました。僕がそんなオネストで

一番大変だったのは中学3年生の冬期講習です。大量のプリントとテキスト、毎回のテストで 1日中勉強の

日々は僕にとって地獄でした。でもその冬期講習があったからこそ四日市南高校に合格できたのだと思い

ます。最後の最後まで僕たちのために尽くしてくれたオネストの先生方には本当に感謝しかありません。僕

はオネストで学んだことを活かして高校でも頑張ります。今まで本当にありがとうございます。 

 

 

 



 

 

四日市南高校 普通科 S・Kくん 

僕がオネストに入ったきっかけは友達から教えてもらいました。オネストで頑張ったことは夏期講習と冬期

講習です。そしてつらかったことも夏期講習と冬期講習です。夏期のときはまだ野球をしていたので毎日

ねむかったです。冬期は受験モードで宿題も毎回全てしっかりしました。受験勉強でやって良かったことは

冬期講習をしっかりしたことです。自分は受験前に妹がコロナになってしまったけど、あのときがんばった

と自信を持つことができました。家族へのメッセ－ジは送り迎えなどをしてくれてありがとうということで

す。後輩オネスト生へのメッセージは中3の夏期や冬期は中々遊べないけど受験が終われば、めっちゃ遊べ

るから夏期や冬期の間はがまんして勉強をがんばってくださいです。 

 

津西高校  国際科学科 H・Mさん 

私がオネストに入ったきっかけは、習い事で仲良くなった先輩に紹介してもらったからです。それまで塾に

入ったことがなかったので、塾＝こわいみたいなイメージがありました。でも、オネストの先生たちはすごく

やさしいし、いつも気にかけてくださっていたので、毎回たのしく授業をうけることができました。中１の最

初の方はなかなか勉強する気にならず、クラスを上げることもできなかったけど、分からない部分を先生

方にたくさん質問することで、中１のおわりぐらいからは Z に入ることができました。たまに落ちることは

あったけど、中 3 の 2 学期ぐらいまではクラスをなるべくキープすることができました。オネストの夏期・

冬期の講習は本当にきつくて、寝るひまもないから、いつも限界の 1 歩手前ぐらいで生活してました。でも、

講習がおわったころには「がんばってよかった。」と思えるような結果を出すことができていたので、先生方

には本当に感謝しかないです。私は理数が苦手でわからない問題が山積みだったけど、先生方が熱心に質

問対応してくださったので、私も苦手な理数と向き合うことができました。勉強面だけでなく、精神面での

相談も乗っていただきました。私の話を親身になって聞いてくださり、真剣にお話してくださったこと、本

当にうれしかったし、本当に救われました。受験が近づくにつれ、不安やあせりがあって、前期試験前日も

最後まで村田先生に質問や話をきいていただきました。私自身、すごく安心したし、「よしがんばろう」と思

えました。それに加えて、前期の合否の通知書を見るときも、一緒に封筒を開けてもらいました。不合格だ

ったら申しわけないと思っていたけど、合格していたのですごく安心しました。本当に感謝しかないです。

前期が近くなるにつれて、毎日のようにオネストに通うようになり、お父さん、お母さんにも本当にお世話

になりました。送迎や進路関係の相談などでたくさん支えてもらいました。本当にありがとうございました。

これからもお世話になります。この約 3年間、先生方にはたくさんお世話になりました。本当にたのしくて、

笑顔いっぱいの3年間でした。それと同時に、苦手な勉強に真剣に取り組めた3年間でした。本当に感謝し

かないです。10 年後には、オネストに戻って、先生として働きたいです。そのときは、またお世話になりま

す！今まで本当に有難うございました！！ 

 

津西高校 普通 A・Kくん   

僕がオネストに入ったきっかけは、お母さんにこの塾のことを教えてもらって興味を持ったからです。初め

て聞いた時はあまり何も思わなかったけど、その時に通ってた塾とは違った面白さがあったので入ること

になりました。途中に部活の都合でオネストをやめてしましったことがあって、その前に通っていた塾に戻

って授業を受けたことがあったけど、全く頭に入ってこなくてまた戻ってきて学習したときは授業がとても

分かりやすくて先生ってすごいなぁと実感しました。オネストで頑張ったことは夏期講習や冬期講習です。

大量の宿題を出されて、しかも家が遠いから短い時間で宿題を終わらせないといけないから大変でした。

でも毎日やってるとプリントがだんだん重なっていくのがうれしかったり、すぐに勉強する気持ちに切り替

えられるので良かったです。講習が終わった日は途中まで友達と話しあいながら家まで帰っていくのがと

ても楽しかったです。受験でやってよかったことは勉強しすぎないことと夏期と冬期でやったプリントをす

ることです。基礎だったり重要な所がまとめられているからおすすめです。今年から受験の人はつらいかも

しれないけど、3年生はとても早く時間が流れていくからいろいろ準備をしておいた方がいいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



津西高校 普通 Y・Cさん 

私は、中学生になる前にオネストに入りました。当時勉強は好きではなかったけど、個性豊かでとってもお

もしろくて楽しい授業の先生のおかげでオネストに来るのが楽しいと思えたし、勉強が嫌と思うことはあん

まりありませんでした。ですが、学年が上がるにつれてどんどん勉強の内容も難しくなり、T クラスだったの

も S に落ちたりするようになりました。そこで今大事だなと思うことは、質問です。分からないところがあ

れば、すぐに先生に聞き、質問をためないことです。私も先生によく質問していましたが、今思うとためて

から聞くより１つ１つの問題を覚えているうちに聞くことでより頭に入りやすくなるのではなかったのかな

と思います。あとは、コツコツと努力することです。受験が近づくにつれて、自分の立ち位置を知らなければ

ならなくなります。でも現実を知ることで、自分の気持ちを奮い立たせることができます。私は決して地頭

がいいわけではなく、どちらかというと、コツコツ努力をしなければならない人でした。だから、学校だけで

なく、オネストの宿題はきちんとし、さっきのように、分からないところがあれば先生にすぐ聞きに行くなど

と、2 年生の終わる頃から今できることとして意識し始めました。私の部活は活発に行っていたので、やは

り少しだけ他の子より遊ぶ時間を減らして宿題などの勉強の時間にまわすのが辛かったです。3 年生にな

ると勉強時間を増やさなければならなくなります。いきなり勉強時間を増やすとえらいので、少しずつ増や

していくのが私はいいと思います。特に最後の年の夏期はもちろんつらいですが、私の一番の思い出は冬

期です。冬期になってくると、オネストのクラスやテストがとても大事になってきます。私は冬期講習で今ま

でに一番頑張ってやるという気持ちでのぞみ、地獄の冬期講習を迎えました。毎回ある単語テストなどを

全教科予習し、もう 1 日で終わらない量の宿題を絶対にためないと決めて、寝る時間を削ってまでも必死

で頑張ってました。冬期が明けてからすぐにテストがあり、私は冬期も必死で頑張ってきたんだし、クラスも

もちろん落ちずに、成績上げてやる！と思い、テストにのぞみました。しかし、クラスも落ち成績も偏差値も

思うようにとることができませんでした。周りの子は良い成績をとり、クラスも上がったり、保ち続けている

のにも関わらず、自分だけがクラスが落ちるは成績は下がるは行きたい津西高校の偏差値はとれないはも

うその当時は本当に辛かったし、キツかったです。でも、家族やオネストの先生方、その他の方達が、励まし

てくれたり、サポートし続けてくれたおかげで、またクラスが上がることができました。コツコツ頑張ってい

ても、それがうまくいかない時があることを初めて経験しました。でも、自分の気持ちや夢を持ち続けて、

そこからくさらず、一生懸命あきらめずに、頑張り続けていたら、必ず何かは起こると思います。この経験

は自分にとって本当に良い経験だったなって思います。今こうして、津西高校に受かることが出来たのも、

オネストの先生方のおかげだと思います。夜遅くまで質問を聞いてくれたり、1人 1 人と向き合って全力で

サポートしてくれたり、授業を楽しく、おもしろくしてくれたりなどたくさん感謝しています。私も今こうして

夢が叶えられるとは思ってもいなかったし、そのために自分に出来ることを一生懸命頑張ることが大切な

ことだなって思います。そして、続けることです。出来なかった問題を繰り返し解いてみたり、似たような問

題を解くようにしたりなど、出来たから終わりではなく、何回も何回も解き直すことも自分のためになると

思います。単語なども、一気に覚えたりせず、自分に出来る範囲で確実に続けていくことが、必ず最後の結

果に出てくると思います。オネストの先生方に出会えて本当によかったです。ありがとうございました。 

 

津西高校 普通科 O・Rくん  

私がオネストに入ったきっかけは姉が入っていたから強制的に入れられていました。初めの頃は部活もで

きないし、遊ぶ時間も限られるからいやでした。でも受験を終えてふり返ってみると、オネストに入ってとて

もよかったと思っています。オネストに入っているといやでもたくさん勉強しなければならないし、クラスが

賢い順でよくクラス替えをするので、自分の現状を知ることができます。それが大きなメリットだと思いま

す。オネストの夏期・冬期講習は大変ですが、それを乗り越えると多くのものを得ることができます。だから

夏期・冬期だけでなく、オネストの宿題を日頃から答えを写さず、しっかり取り組むことが大切なので、わか

らなかったところは答えを見てもいいですが、それ以外は自分の力や教科書、参考書などを見て頑張りま

しょう。受験のときはオネスト側が基礎プリントや入試対策をしてくれるので、ほんとうに助かりました。オ

ネストで勉強するから家ではほとんど勉強しないという人も多いですが、大学受験のときにはこんなに対

策をしてくれる環境が必ずあるとはいえないので、中学生のうちに 1 人で計画的に勉強ができるようにし

ておきましょう。オネストでの勉強はいやかもしれませんが、とても自分のためになり私の勉強の原点はオ

ネストと言えます。だからさぼらないでしっかり今の勉強に集中していったほうがいいです。オネストはとて

も優しくて、最高だと思う！ 

 

 

 

 

 



津西高校 普通科 S・Mさん 

私は小学校6年生の冬頃からオネストに通い始めました。オネストの先生達の授業は面白くて、学校の授業

よりわかりやすかったです。特に、理科の語呂合わせが印象的で、楽しく勉強できました。中 3 の夏期講習

と冬期講習がとてもえらかったです。特に夏期講習は毎日部活があり、午前中が全てつぶれてしまうため、

講習が終わったあとの夜に、宿題と次の日のテスト勉強をしなくてはいけなかったので大変でした。大変だ

ったけど、夏期講習も冬期講習も成績を上げることができました。志望校がなかなかきめられなかったと

きに色々相談にのってくれてありがとうございました。高校でも勉強がんばります。3 年間ありがとうござ

いました。 

 

津西高校 普通科 N・Yくん 

私は学校のテストの順位が低くてオネストに入りました。最初は少しオネストに行くのがいやだったけど先

生の話がおもしろかったり、勉強が前よりわかるようになったので通い続けることができました。3 年生の

初めごろでは、偏差値が低くて、津西高校を受験することができなかったけど、夏期講習や冬期講習などの

つらい日々を乗り越えることができたので今があるのかなと思いました。志望校を決めて、行きたいと思

うほど勉強のやる気が出るので夢をもったり、将来のことを考えることが大切だと思いました。 

 

津西高校 普通科 A・Iさん 

私は中 2の春期講習からオネストに通いはじめました。はじめは軽い気持ちでやっていましたが、夏期講習

の宿題の量の多さにびっくりしましたが、中 3 はもっと多いと言われとてもびっくりしました。中 3 になっ

て初めての模試でテストの難しさを痛感しました。夏休みまでまだ受験校が決まってなかった私はいろん

な高校のオープンスクールに行き、11 月に津西に行くことを決めましたが、そのときの私は学力も何一つ

足りずとても大変でした。でも 9 月になりたくさんの補講がありとても自分のためになる補講ばかりでと

ても楽しかったです。12月の鈴鹿高校で行う模試で大失敗してしまい、冬期講習はS1ですることになりま

した。あの時の悔しさは忘れません。冬期講習は中2よりも中3の夏期よりも宿題が多く、夜 1時までやっ

ていた日もありました。とても大変だったけど、充実してとても良い講習でした。私は 2月2日に前期を控

えていたためたくさんの問題を解きました。でも数学の点数の低さにびっくりしました。そして迎えた当日、

やはり数学は自分の思った点数が出ず結果は不合格でしたがしっかり切り替えることができました。それ

から毎日のようにオネストに通い過去問やたくさんの補講がありとても疲れました。その補講や過去問の

おかげか本番は落ちついて問題に取り組むことができました！本科の後も夜遅くまで教えて下さった村田

先生、末松先生、英語についてたくさんおもしろい授業をして下さった西岡先生、国語について詳しく教え

て下さった奈央先生、社会をおもしろく詳しく説明して下さった都築先生、英語の演習や社会の補講の解

説をして下さった中島先生、質問会などで質問に答えて下さった伊藤先生、平子先生、内藤先生本当にあ

りがとうございました！！オネストで過ごした2年間はとても楽しかったです！！これからつらいことやあ

きらめたくなることもあると思いますが、しっかり息ぬきをしながらがんばって下さい！応援していま

す！！本当にたくさんの先生に教えてもらい、とてもよかったです。ありがとうございました。 

 

桑名高校 普通科 T・Aさん 

オネストに入る前は学校の勉強についていけず、困っていましたが従姉妹のすすめでオネストに入るとだん

だん学校の勉強についていけるようになりました。オネストに入ると入塾したばかりのときは宿題の量が多

く、するのが大変で宿題をしないときもあり、宿題をしないでいると成績が良くならなかったことをよく覚

えています。しかし、与えられた宿題を毎回しっかりすると成績が良くなり、小学校 4 年生の時にほぼ最下

位にいた私は、中学校 3 年生では Z クラスに入ることができました。宿題の大切さを理解することができ

ました。受験勉強でやってよかったことは、きつかった 3 年生の冬期講習をやり遂げたことです。冬期講習

を通して苦手だった教科を克服することができました。苦手だった英語の長文も、冬期講習でたくさん読み、

英語の長文に慣れたり、国語の古文もたくさん問題を解いて古文を訳すことができるようになったりと、で

きることが多くなり、冬期講習で成績がぐんっと伸びました。ものすごく大変でしたが、諦めずに冬期講習

をやり遂げることができて良かったです。次、受験生になる皆さんも大変ですが、オネストの講習を諦めず

にやりとげてみてください！ 

 

 

 

 

 

 



川越高校 普通科 K・Kさん 

私は中 1の春からオネストに通い始めました。高校進学に関しての夢は特になく、友達に誘われたことが入

るきっかけでした。初めての模試は結果が悪く、S２でした。とても不安で、友達も違うクラスにいたので、

上のクラスに上がろうと努力しました。そして次の模試では S１の真ん中にまで上がることができました。オ

ネストは成績が良くても悪くても席が変わるので結果を実感することができます。しかし、私は中 2 になる

につれて宿題をサボることが多くなり、勉強せずに模試を受けることがたくさんありました。宿題をしない

ので模試前の勉強もサボってしまいます。オネストの宿題を毎回するという習慣が身につかなくなってい

きました。模試が 5教科に変わったときからさらに席が悪くなり、3年の夏期講習は S１で受けることにな

りました。3 年になると模試で復習の範囲が多くなり、志望校判定や偏差値が出るので自分の本当の実力

が分かります。私は理科と社会が特に苦手で、自分でも分かっていたけれど、勉強はしませんでした。勉強

する習慣がついてなかったからです。また、受験のことについて実感がありませんでした。私立高校を受け

て滑り止めをする意味が分からず、受験まであと何か月だから頑張ろうという意識もありませんでした。そ

れに実感するようになったのは 11 月頃です。少しずつ苦手を克服していこうと社会をまず頑張りました。

私は Youtubeで歴史の 1問 1答の動画を髪をセットする時間に聞いたり、それを聞きながら寝落ちした

りしました。また赤シートで隠せるようなノートを作り、寝る前に見返しました。自分なりに勉強法を見つけ

て毎日少しずつ取り組むことで社会を学ぶことが少し好きになりました。私立受験ではあまり良い結果は

出ませんでした。けれどその分、後期に向けて頑張ろうとする意識は高くなりました。もし、私立受験でよい

結果が出ていれば、後期への自信に繋がっていたと思います。私立受験は滑り止めだからといって軽い気

持ちで受けるべきではありません。私立であっても目標点数を決めることが大切だと思います。あとは、3

年生になってから、受験とはどのようなものなのか、どんな高校があるのか、などを知っておくべきです。

努力するきっかけが生まれます。また、コツコツと勉強する習慣を身につけることも重要です。中学校では

毎日宿題が出るわけではないですが、オネストでは宿題があるので、毎回コツコツと勉強し、受験勉強の準

備ができます。私のように、ワークの新品がどんどん増えるということがないようにしてくださいね！先生

はいつも私たちのために全力を尽くしてくれました。夜遅くまで質問に答えてくれたり、プリントを用意して

配ってくれたり、過去問を採点してくれたりと感謝することがいっぱいです。私は後期受験で倍率を見て志

望校を変更しましたが、西岡先生はそれもひとつの選択だと最後まで背中を押してくれました。いつでも先

生は自分たちの味方でいてくれると自信をもつことが大切です。また、友達も良い味方であり良いライバル

です。私は友達からたくさん学びました。短いようで濃く充実した 3 年間を送れたのはオネストで勉強でき

たおかげです。本当にありがとうございました。オネストのことは絶対に忘れません！先生も忘れないでく

ださいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



川越高校 普通科 N・Mさん 

私は中 2 の夏期講習からオネストでお世話になりました。もともとは家の近くの塾に通っていましたが、知

り合いの少ないところで勉強したいと思い、同じ中学校の子が1人しかいないオネストへの入塾を決意しま

した。最初は塾に馴染むことができるか不安でしたが、個性的な先生方、元気な周りの友達のおかげですぐ

に馴染むことができました。今思えば、もっと早くから入塾しておけばよかった…と思います。オネストのい

い所は数えきれないほどありますが、その中のいくつかを紹介します。一つは、クラス編成テストの順番で

クラス分けがされるところです。私は負けず嫌いな性格なのでパッとみて自分のレベルを知ることができ、

「次は○○ちゃんを抜かす！」「クラスの一番後ろにいく！」などと目標を立てて、次の模試に挑むことがで

きました。そして、クラスが変わるごとに新しい友達ができたり、気分をかえることができたりしたのも、と

ても良かったと思います。もう一つは、先生が個性的なところです。村田先生。数学の点数がなかなか伸び

ず、悩んでいた時も親身になって教えてくださり、ピヨ会や質問タイムでもたくさんの問題を解決してくだ

さりました。西岡先生。もともと英語が好きだった私を、もっと深い英語の世界へ連れていってくれました。

そして、後期試験の前日には、背中を押してくださりました。末松先生。理科が本当に苦手だった私に、分か

るまで説明をしてくださいました。最後の面談では、アドバイスをたくさんくださり、心に火がつきました。

奈央先生。作文の書き方や文法を、詳しく教えてくださいました。冷静なツッコミがとてもおもしろかったで

す。都築先生。テスト前に、年表表を作ってくださったり、一問一答を作ってくださったりしました。暗記は

とても苦手でしたが、ごろあわせで覚え、点数を上げることができました。中島先生。授業後もじっくり解説

してくださいました。テスト前の社会の補講、とても楽しかったです。藪田先生。とても短い期間でしたが、

理科・数学の質問をたくさん聞いて、丁寧に教えてくださいました。そして、はやとくん、だいきくん、ななね

ちゃん。最後まで分かるように図や表を使って説明してくださいました。オネストの先生方は、一言でいうと

「最強」です。入塾当初は川越高校なんて夢のまた夢だと思っていました。合格を手にした今、心の底から先

生方への感謝の気持ちでいっぱいです。そして、今までの恩を“合格”という形で返すことができてとても

嬉しいです。本当にありがとうございました。これから受験をむかえる人へ、伝えたいことがあります。「夢

はみるものではなく、かなえるもの」だということです。オネストの先生方を信じて受験に挑めば、合格を手

にすることができます。そのためにはまず、自分が一番「夢をかなえる」という強い気持ちを持つことが大

切です。その気持ちがあれば、先生方が必ず支えてくれます。中 3 の冬期講習はとても過酷です。今までと

は比べものにならないくらいしんどいです。しかし、頑張って乗り越えた人にしか見ることのできない景色

もあります。どんな時でも夢をあきらめず、先生、仲間とともに受験に挑んでほしいです。そして一番身近

で支えてくれた家族へ。片道 30 分かかる道を嫌な顔 1 つせず送り迎えをしてくれてありがとう。そしてオ

ネストに通わせてくれてありがとう。私は家族みんなが大好きです。最後まで一緒に戦ってくれた仲間へ。

休憩時間に夜ごはんを食べに行ったり、休日に図書館に行ってくれてありがとう。辛かった受験もみんなの

おかげで乗り越えることができました。みんながいてくれて本当に良かったです。約 2 年間、オネストで学

んだことは数えきれないほどありますが、全て宝物です。オネストに入塾できて、本当に良かったです。今ま

で本当にありがとうございました。オネスト大好きです！ 

 

神戸高校 理数科 H・Aさん 

私は、小学校 4 年生の時、オネストに入塾しました。神戸高校の前期選抜は英語と数学の試験だったので、

その 2 科目に力を入れて勉強しました。普段は優しくて面白い西岡先生ですが授業になるととても真剣で、

質問に答えられなかったら怒られるので恐怖心がありました。でも厳しい指導のもとで勉強をすることで、

だんだん英語が好きになりました。正直、過去問でも英語の点数が低くて悩んでいました。まず、入試セレク

トや、暗記英作、ウィンパスや与えられた課題を完璧にこなしました。「暗記英作を覚えたら点数が伸びる！」

と言う西岡先生の言葉を信じて必死で取り組みました。その結果、試験当日は過去最高得点を取ることが

できました。そして数学のわからない問題は、村田先生や末松先生が一生懸命教えてくださり、苦手な単元

を克服することができました。勉強だけでなく、雑談をしながら、場を和ませてくれました。中学校3年生に

なると、オネストの宿題が増え、冬期講習では帰ってきてからも、大量の宿題に追われました。勉強ばかり

で嫌だと思う時もありましたが、オネストの仲間が一生懸命、勉強に取り組む姿を見て、私も頑張ることが

できました。学校の友達と話をしていると、塾行きたくないな～とか、やめたいな～と話している子がいま

したが私はオネストの仲間や先生方に会うのが楽しみでした。苦手な教科があるだけで、受験に対する不安

は大きくなります。でもオネストの先生方の力を借りて、コツコツ勉強すれば苦手を克服して必ず志望校に

合格できると思います。早めに対策をして、頑張ってください。私はオネストのおかげで、高校受験を乗り

越えることができました。たくさんの仲間と、切磋琢磨できる最高の環境だと思います。オネストには感謝

の気持ちでいっぱいです。高校でも、オネスト魂を忘れずに目標を持ってがんばります。 

 

 



神戸高校 理数科 Y・Aさん 

私がオネストに入ったきっかけは、小学校の頃親友だった子に「一緒に塾の体験に行ってみない?」と誘わ

れて、その親友と二人で行ったのがオネストの体験です。私は今まで約 4 年間オネストに行っていましたが、

大変だったこともたくさんありました。中学生になって部活動をしながらの夏休み・冬休みの講習は本当に

しんどい思いをしました。でも高校受験を乗りこえて、中学 1 年生からコツコツ積み重ねて頑張っていくこ

とはとても大事だったと改めて思いました。昔からもっと努力するべきだったと自分は後悔しています

(笑) 

後輩ちゃん達へ 

避けては通れない高校受験の道。めちゃくちゃ長く感じる子もいると思う。私も正直苦しい気持ちで勉強し

てた…頑張ってとしか私は言えないけど、どうかみんなが 3 年のこの時期に志望校に受かっていますよう

に!!たまには息抜きも大事だからしっかり睡眠とってね! (自分も人のこと言えないけど…)自分も高校でも

大学進学に向けて頑張りますっ!  

 

神戸高校 理数科 I・Mくん 

私がオネストに入ったのは小学5年生の時でした。入ったきっかけは、小6より前の記憶がほとんど飛んで

いるので、わからないですが、体験授業の時、楽しかった事は覚えています。オネストで大変だと感じ始め

たのは小 6 の時ぐらいです。S・Z の 2 クラスに分けられて、上のクラスに入らなければいけないというプ

レッシャーに襲われました。ですが、さらに大変だったのは、中学に入学してからでした。勉強も難しくなっ

た上に、学校とオネストの両方で別々のテストがあり、ついていくのに苦労しました。ですが、学校でもオネ

ストでも、成績はある程度キープできていましたが、小 6 の時に比べたら落ちていました。おそらく 1 番成

績が落ちたのは 2 年の 2 学期ぐらいでした。とある建築をしながら生き残るバトロワを友達とやることに

はまったのが原因だと思います。もちろん、ゲームが悪いのではなく、私が悪いです。これ見てる皆さんは、

しっかり勉強しましょう。そこから 3年になってある程度は戻せましたが、それでも T1、T2をウロウロして

いました。それからもあまり良い成績は取れませんでした。そのまま受験が近づくんですが、別に変化はな

かったです。強いて言うなら、過去問をかなり見直しました。結局、そんなやり方で全部滑らず通ったわけで

す。ここで 1 つアドバイス。過去問は絶対やれ！前期の英語、特に自由英作は西岡先生に助けられました。

過去の自由英作の紙が補講で配られると思うので、覚えてください。死ぬ気で覚えてください。配点が大き

いので、ここ落とすとやばいです。数学は、作図を取れるようにしてください。あと１の問題は落とさないよ

うに。この 2 つ落とすとマジでやばいです。面接は、B くらいは取れた方が良いですが、配点はそこまで大

きくないので、学力の方を気にしたほうがいいです。だからといって、面接に手を抜かないように。最後に

一言、早めに勉強して損はしないぞ！ 

 

神戸高校 理数科 N・Aくん 

私は中2と中3の間の春期講習からオネストに入りました。オネストに入ったきっかけは姉が入っていたこ

とと授業が分かりやすかったからです。先生方は生徒と同じ目線に立ってとても熱心に分かりやすく教え

てくれました。夜遅くまで残ってわからないところを聞いた時も、一つ一つ丁寧に説明していただけたり、

覚えるためのコツなども教えてくれたりしたので、テストの時などにとても助かりました。私がオネストで 1

番辛かった事は夏期講習です。月から金まで毎日自習の時間と 5 限の授業があり大量の宿題も出て、家で

も勉強しなければならなかったので、とても辛かったです。8 時間以上を毎日勉強の時間に使って、わから

ないところが出たら次の日に先生に聞いて、疑問をなくすのを夏期講習の期間くり返していたら、苦手な

教科の偏差値が 10 以上も上がっていて驚きました。授業や宿題をきちんとすると結果は必ず良くなるの

で、辛いとは思いますが頑張ってください。受験生になると周りの人たちも毎日勉強しています。なので 1

日勉強をサボると周りとすごく差がついてしまいます。周りと差をつけられないためにも、毎日勉強する習

慣を身に付けましょう。最後に 1 年間勉強できなかった自分を第一志望を合格できるくらい育てていただ

いた先生方、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



神戸高校 理数科 S・Hさん 

私は中 3の夏休みから入りました。オネストに入ったのは体験の授業が分かりやすくて楽しかったからです。

夏期講習では今までで1番勉強したと思います。家ではテスト期間以外全然勉強していなかったけど、家で

も集中して勉強できるようになりました。冬期講習では勉強するスピードが上がったのか夏期講習の時よ

りも余裕を持ってできました。毎回授業の最初に確認テストがあったので、それの勉強も覚えるのが大変で

した。特に数学は居残りがあったので、毎回間違いがないかドキドキしてしまいました。私は最初神戸の普

通科に入るつもりでした。でもオネストで勉強をし、少しずつ成績が上がり、前期の理数科を目指しました。

数学と英語の前期補講ではたくさんの過去問を解かせてもらっていたので、いろんなパターンの問題の解

き方を知ることができました。他にも同じ前期を受ける子と仲良くなったりしたことで塾に行くのも楽しく

なりました。本番の入試の英語で過去問と似たお題の自由英作が出たので、びっくりしたけど嬉しかったで

す。2月 2 日から 2月 14 日まではとても不安で何回も問題用紙を見たりしていましたが、合格の紙を見

た時はすごく嬉しくて、オネストに入って良かったと思いました。私は最初オネストは宿題がすごく多いと聞

いていたためできるか不安がありました。確かに宿題はたくさんあったのですが、重要な問題ばかりでしっ

かりと 3 年間の復習ができたし、やり終わった後の達成感もありました。他にもオネストの授業はどの教科

もすごくわかりやすくて、今までわからなかったことも簡単に理解することができました。1 年間も通って

はいないけれど、私はオネストに入って良かったなと思います。受験への対策もしっかりとできるし、周りの

人も頑張っているので私も頑張ろうと思えました。先生たちもすごく一生懸命教えてくれて感謝しかありま

せん。そして何よりも授業だけでなくすべてがすごく楽しかったです。友達を作ることもできました。私は今

高校の授業についていけるかや課題をやっていけるのかという不安がありますが、オネストでやっていけ

たと言う自信も少しあります。そのためこの自信を持って高校でも頑張っていこうと思います。 

 

神戸高校 普通科 Y・Mさん 

私は小 6の 1月に体験入塾して、2月の新中 1準備講座から正式に入塾しました。初めは「このオネストで

やっていけるかなぁ。」と思っていたけど、入ってみるとすぐに友達ができ、オネストへ行くことが 1 つの楽

しみになっていきました。入塾した当初から常にS1をキープしていて、T2に上がりたいと思いながら一生

懸命勉強しました。そのおかげもあってか神戸高校に合格できました。本科が終わってから 23時までの理

科の質問会にも行っていました。理科だけではなく数学も教えてもらい、難しいと感じていた問題もスラス

ラ解けるようになりました。基本の問題を質問することがあったときには、「こんな問題を聞いて何か言わ

れないかなぁ。」と思い、質問をするのをやめていたけど、勇気をもって質問してみると、理解に時間がかか

る私にもゆっくりわかりやすく説明してくれて、質問してよかったと思いました。後輩にも「わからないこと

があれば、積極的に質問しに行きなさい。」と伝えたいです。わからない時に聞かなければ、一生その問題

は解けないと思います。ですから、“思ったらすぐに行動する”と言う言葉を大切にしてほしいし、私も大切

にしていきます。私は特に数学でその言葉を思い出してほしいです。数学の応用問題では、１回やってみて

解けなければ、何日たっても解けないと考え、次の本科で聞いていました。５教科それぞれの応用問題で 1

番難しいのは数学でした。間違えた問題は何度も解き直しました。最後に先生方約 3 年間ありがとうござ

いました。無事合格できました。夜は遅いし、宿題も多いことで有名なオネストですが、良いところもたくさ

んありました。オネストで勉強できてよかったです。 

 

神戸高校 普通科 K・Tくん 

自分は小学校 6 年生の 2 月から友達に誘われてオネストに入りました。2 月からは中学準備講座があり、

そのおかげで中学校の勉強についていけました。中学 1 年生の時は、もちろんすべての先生にお世話にな

りましたが、特に藪田先生が熱心に指導してくださったことを覚えています。特に藪田先生に教えてもらっ

た語呂合わせ「裸のマッチョ好きソウカイ」や、「咳出て腸出てうんこ出て・・・・」などはとても印象深く、今で

も覚えています。中学 2 年生では、特に真充先生にお世話になりました。10：30～11：00 まで質問タイム

を設けてくれて、塾の授業でわからなかったところをその時間で聞けて、成績を上げることができました。

中学 3 年生では、特に中島先生にお世話になりました。自分は英語が苦手で長文読解がほとんどできなか

ったのを、中島先生と一緒にその長文を訳していくことで、だんだん解けるようになっていき、入試では長

文の問題を全問正解することができるようにまで成長できました。このようにオネストではたくさんの先生

に支えられ、第一志望の理数科には落ちてしまったものの、無事普通科に合格することができました。自分

は中 3 の夏期講習でサボってしまったのが第一志望に合格できなかった理由だと思います。だから後輩オ

ネスト生は、中 3 の夏期講習では与えられたプリントはすべてやって、テキストもすべて終わらせた方が良

いということを伝えたいです。もちろんその夏期講習よりもさらに中 3 の冬期講習をがんばらなければい

けません。伊藤先生によく言われましたが冬期講習は死ぬ気で頑張ってください。最後にオネストの先生方、

これまで熱心に面白い授業をしてくださり、ありがとうございました。 



神戸高校 普通科 O・Rくん 

僕は中 2 の冬からオネストに入りました。入ったきっかけは、1 年の最初の成績からだんだん低くなってき

たからです。僕は最初 S1 クラスだったので神戸を志望校に入れていなかったけど、オネストの授業は学校

よりもわかりやすく楽しかったので、だんだん模試の点数が高くなってきて、一番高いときは T１クラスのト

ップまで成績が上がりました。中 3 の夏期講習や冬期講習は中 2 の講習よりも宿題が多く、講習に行く日

も多くなり、宿題をする時間があまりないので、ほぼ毎日徹夜で勉強したことが辛かったけど、その宿題を

していたから成績が上がったので、先生方にはとても感謝しています。僕は英語が特に苦手で、英語の中で

も、英作文が 1 番苦手でした。だけど、塾が終わった後の 30 分間で、先生は僕のために忙しい中、時間を

作ってくれました。こういうことをたくさんオネストはしてくれるので、オネストに入って良かったと思いま

した。僕が後輩に言いたい事は、どんなに辛いことがあっても挫けずに頑張ることと、先生方に頼ることが

大事だと言うことです。最後に先生方に言いたい事は、約 1 年ちょっと本当にありがとうございました。と

ても楽しかったです。オネストは最高の塾だと思いました。何度もいいますが本当に本当にありがとうござ

いました。 

 

神戸高校 普通科 I・Yさん 

オネストに入ったきっかけは姉と兄がオネストへ通っていたからです。姉と兄の姿を見て自分もオネストへ

行ってみたいと思い、小 6 の最後に入塾しました。オネストは他の塾よりもテキストや宿題が多いと思いま

す。自分は、その宿題を 1、2 年生の時はほとんどしていませんでした(先生ごめん!)。でも、今思えば宿題、

テキストやプリント、春期、夏期、冬期講習の宿題をサボらずにしておけばよかったなと本当に後悔していま

す。なので、宿題は本当にしておいたほうがいいと思いました。あともう 1 つ後悔していることは、私立受

験がおわって、結果が出たあとに、気をつけて欲しいです。自分は、私立受験が終わって、結果が出た後に

「まぁ高校生にはなれるから」と言って全く勉強をほとんどしなくなってしまいました。そうしたら前の模試

の偏差値より 10コぐらい下の偏差値で自分でも驚きました。なので、私立受験が終わっても気をゆるめす

ぎたらあかんなと思いました。オネストに入っていて、良かったことは、模試で自分の頭の立ち位置を模試

があるごとに確認できるところです。集団の塾の良いところが感じられました。オネストの先生のおかげで

志望校に受かることができました。先生たち大好きです!! 

 

神戸高校 普通科 O・Mさん 

私がオネストに入ったきっかけは携帯を没収されないようにするためでした。オネストに入れば帰りの連絡

なので携帯が必要になる！と思って…。そのため私は 1 年生の冬期講習の時から入ったのですが、全く勉

強せず、ずっと S2の前の方をさまよっていました。私がオネストで頑張った事や辛かった事は中 3の夏期

講習や冬期講習です。夏期講習なんて本当に地獄でした。今までちゃんと勉強机に座って勉強したこともな

い私に、大量の宿題が出され、皆がすらすらと解けるような問題も全然わからないから、すごい時間がかか

るし、覚えて毎日テストするやつとか、地理とか全てがはじめましてでわからないし、すごく嫌でした。しか

も部活もあったため、忙し過ぎて破り捨てようかと思いました。冬期講習は勉強や宿題自体はそこまで嫌じ

ゃなかったけど、何をするにも「勉強しやなあかんのに…高校落ちる…」ってなって病みました。受験勉強で

やって良かった事は社会や理科の一問一答を覚えることです。国語の漢字とかも！英語は西岡先生の顔が

怖くてもがんばって質問に行くとわかりやすいです。私はそもそも英語で主語、動詞と書くことすら知らな

かったので、例文ではついていけませんでした。西岡先生は夏期講習の時はアホな質問しても怒らずに教

えてくれます。冬期講習は危険です。冬期講習明けからは永遠と角が生えています。私が神戸に合格するこ

とができたのは兄の影響が大きいです。優しい私の兄、真充は仕事が終わってくたくたの状態で、私の質

問を聞いてくれたり、唯一の休みの日曜日も使って私に勉強を教えてくれました。すごく感謝しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



神戸高校 普通科 K・Wさん 

私は中学 2 年の時にオネストに入りました。オネストに入る前はテスト期間でもまともに勉強してなかった

し、家で勉強してなかったけど、入ってからは友達が頑張って勉強している姿を見て勉強するようになりま

した。私は将来の夢や将来やりたいことがはっきりしなくて、中 2 からなんとなく神戸高校を目指していま

した。でも神戸高校に行くには学力は全然足りなくて合格ラインからほど遠かったです。だけどオネストの

先生は今からでも間に合うと言ってくれてたくさんアドバイスをくれました。オネストは大人数の塾で先生

が少ししかいないから一人一人あまり向き合ってくれないかと思っていたけれど、分からないところがあ

るから教えて欲しいと言うと必ず時間を作ってくれて理解するまで教えてくれてとても心強かったです。わ

からないところを教えてくれるだけじゃなくて勉強のやり方を教えてくれたり進路の相談をしてくれたりし

たのでオネストはすっごい安心できる場所だったし、頑張れる場所でした。小 4から通えるから小 4からオ

ネストに行っておけばよかったと思いました。オネストは違う学校の子がたくさん集まっていて他校の友達

ができました。またオネストの先生みんな親しみやすくて勉強以外の話や雑談がたくさんできて、すっごい

楽しかったです。学校の授業みたいにシーンとした授業じゃなくて、笑いがあり楽しく授業が受けられたし

とてもわかりやすい授業でした。勉強以外にも、中 3 の夏からいろんな高校の話を高校の先生から話を聞

ける機会を何回か作ってくれて受験への不安がなくなりました。コロナでいろんなことが制限される中、少

しでも多く私たちが勉強できるように補講を作ってくれてとても感謝しています。2月くらいから週に2回

くらい質問できる時間が 2 時間ありました。私にとってその時間はわからないところが全て解決できる時

間で、質問タイムがあって本当によかったです。オネストの先生たちは私たちのために一生懸命尽くしてく

れて、これ以上の塾は他にあるのかと思うくらいすごい塾でした。中学3年までしか通えないのがとても残

念です。できるのなら高校に行ってもオネストで勉強したいです。中 3 の冬期講習は朝から夜までオネスト

にいることが多かったけど、同級生がたくさんいるし、先生たちがたくさん寄り添ってくれて全く苦じゃな

かったです。塾は勉強するところで大変そうに思えるけど、オネストは先生と生徒の仲が良くてとても楽し

いです。オネストで過ごした時間はとても大切な時間になりました。合格できたのは先生たちのおかげです。

今まで本当にありがとうございました。 

 

神戸高校 普通科 O・Rくん 

私が受験勉強でやってよかったことはえっと苦手なとこを無くそうとするより得意なことをもっと伸ばそう

とすることです。私は数学の自己採点で 18点で、あ、落ちたなと思ったけど得意な理社が 45点以上とれ

たので神戸に受かりました。私は数学が全くとれません。だからといって数学だけを勉強しても点は中々上

がっていきません。なのでこれは特例ですが、得意を極めたので私は受かりました。正直全く参考にならな

いと思います。けど勉強しないで受かるなんてことはないので、塾に来たら、「えぇ今日始めからいるね!」な

んて言われないような模範生になってください。1 月から勉強を始めた身から言うのもなんなんですが、マ

ジで鬼大変です。なんで今までしてこやんかったんやろうとなってしまうので村田先生の言うことを聞いて

志望校に受かってください。 

 

神戸高校 普通科 O・Rくん 

オネストに入ったきっかけは、兄が入っていて勉強がオネストのおかげでできるようになったため、オネスト

に入らされました。オネストで頑張ったこと、つらかった事は、宿題を終わらせることでした。本当につらか

ったです。宿題を頑張った事は受験勉強でやって良かったことです。他にも、漢字テストなどを頑張ってよ

かったです。本当に勉強をがんばったから受験校にスライドだけど合格できました。また先生たちのサポー

トがなかったら合格できませんでした。ありがとうございます。 

 

神戸高校 普通科 K・Mさん 

私は 2 年生の冬休みにオネストに入りました。初めは慣れない環境で不安が大きかったですが、先生方の

分かりやすい授業と関わりやすい雰囲気に安心し、楽しく勉強に取り組むことができました。3 年生の夏休

みから本格的な受験勉強が開始されました。夏期講習と冬期講習では朝から夕方までずっと塾で勉強して

いました。その日の夜には鬼のように出された大量の宿題を深夜の 2 時ごろまで取り組みました。おかげ

でストレスがたまりにたまり、体重が 3㎏増加してしまいました。死ぬかと思いました。ですがこのおかげで

志望校に合格することができました。このような結果を出すことができたのは、自分の努力のおかげでも

ありますが、何よりも先生方の熱心な教えと両親の支えがあったからこそだと思います。本当に感謝してい

ます。ありがとうございました。 

 

 

 



神戸高校 普通科 U・Yくん 

私がオネストに入ったのは中３の夏期講習からです。夏期講習はサボってしまいあまり成績が変わりません

でしたが、冬期講習の前にだいぶ無理をして志望校を決めたので、冬期講習は頑張ろうと思い、出された

宿題を死ぬ気でこなし、先生たちのサポートを何とか乗り越えることができました。しかし冬期講習が終わ

ったという達成感で講習以降あまり勉強できていませんでした。ただ村田先生が目標を設定してくれたお

かげで最後まで頑張ることができ志望校に合格することができました。先生方ありがとうございました。 

 

神戸高校 普通科 H・Kくん 

私は中3の夏期講習からお世話になりました。私はオネストに入って「中1の頃からちゃんとやっておけば」

という後悔がすごくあります。特に内申点は本当に必要だと分かりました。「当日点で行けるやろう」と思っ

ていましたが、内申点はあるだけ有利になります。私は内申点が足りないという理由だけではないですが、

内申点が足りないから、夏から目指していた志望校をあきらめなければいけませんでした。その時は本当

に悲しく、泣きました。そして、もっと勉強しとけば良かったな、定期テストや授業中での挙手をきちんとや

っておけば良かったな、とすごく後悔しています。だから、皆さんには私と同じような後悔はしてほしくあり

ません。だから頑張ってください。オネストの先生はどの先生も面白くて、優しくて、すごくわかりやすい授

業をしてくれます。夜遅くまで質問を聞いてくれたり、質問会を開いてくれたり、本当にオネストの先生には

感謝しかありません。もっと早くから入っておけばなと思っています。だからまだオネストに入ってない人

はすごくオススメです。勉強するコツとして私は、図書館へ行ったり、リビングでしたり、誰かに見られてい

るところで勉強するのが良いと思います。自分の部屋で勉強しようとしても、ずっとスマホをいじってしま

い、全然集中できませんでした。だから、スマホを親にあずけたり、様々な工夫をしたほうがいいと思いま

す。たくさん不安なことが出てきたり、悩み事ができた時は、どんなに小さくても相談することをオススメ

します。少しでも気持ちが楽になると思うので、オネストの先生に相談してみてください。 

 

津東高校 普通科 K・Rさん 

模試のときに勉強しておいてよかったなと思いました。少しでも勉強することで解ける問題が少し増える

ので勉強をしておいてよかったです。夏期講習の宿題の量が多く、宿題をやらなくて成績が上がらなかっ

たけど、冬期講習ではしっかりと宿題をしました。冬休み明けには成績が上がりすごくうれしかったです。3

年生になると補講が多くなり、めんどくさいときもありました。だけど、しっかりと行くことで力がついてい

きました。3学期になって成績が上がるようになったけど志望する高校に合格できてよかったです。 

 

津東高校 普通科 U・Sくん    

まずは短い間でしたがありがとうございました。僕はオネストに入る前も、塾に通っていましたが、模試の

成績などが伸びなかったため、親にほぼ強制的にオネストに入れられました。僕は多分人見知りで、新しい

塾に行くのは全く気がはずまずとても嫌でした。塾に行く一番最初の日のことはとても明確に覚えていま

す。数学の M 先生にテキストなどをもらう際、他の塾に通う同級生の子たちと友達のように先生たちが話

していて正直「何この塾。」と思いました。すごく緊張しながら教室に入り席についていると先生が来て、授

業が始まり、良い意味で想像以上のインパクトのある授業で全ておもしろかったです。2 つ下の弟が塾に先

に通っていたこともあり色々な先生たちが話かけて下さってすぐなじむことができました。オネストの授業

は多いですがけっこうハードで、僕は本当に進路が決まっていなかったので、全くやる気が出ず、ほぼ週 2

で塾に行かされている状態でした。「自分のために勉強がんばらな」と親に言われてもピンとこず、定期テ

ストの点数は言えないぐらい落ちました。そのままダラダラ来て、冬期講習が始まるなあって時に僕の中で

一番怖いと思っていた英語の N 先生に呼び出されました。僕はその時本気で心の底から終わったと思い、

呼び出された教室に入りました。僕は怒られると思っていると、N 先生は僕に「もうそろそろ心入れかえて

やらなあかんで」と言いました。夏期講習がまじでキツかったので、冬期講習をなんとなくこなそうと思っ

ていた僕にとってその言葉とN先生の目は今でも鮮明に記憶に残っています。言われた言葉はそれだけで

はありませんが、そう喝を入れてくださらなければ受験まで一生けん命勉強しようとはならなかったと思

います。最後に英語は最低点数17点から35点取れるようになり、数学は何度も補習に呼ばれてなんとか

30 点台を取り、理科は先生がうるさいけどおもしろくて、国語は一番嫌いだったけど 40 点台取れ、社会

はやれば点が取れると気付かせてくれました。高校受かれて良かったです。今まで本当にありがとうござい

ました。進路が決まっていない子とか、受験不安な子とかいると思うけど、みんながんばって下さい。 

 

 

 

 



津東高校 普通科 M・Sくん 

オネストは友だちの紹介で入りました。家では勉強があまりできないけどオネストではみんなと勉強でき、

集中できたので良かったです。勉強はつらかったけど先生たちがおもしろい授業をしてくれたので乗り切

れました。ありがとうございます。家族の支えもあり、最終的には志望校へ入学できました。これから受験を

うける人は勉強でキツいと思うけどがんばってください！！ 

 

津東高校 普通科 S・Kくん 

ぼくはオネストで勉強を頑張ってしたので、中学校の順位がだんだん良くなっていって頑張って良かったな

と思いました。また、受験勉強でやってよかったことは、過去問を何度も解き、まちがったとこを分かるまで

やることで、どうやって解けばいいか分かるので、その問題がまた出てもどうすればいいか分かるので何

回もやって良かったと思いました。ぼくが高校に受かることができたのは毎回送迎をしてくれたり、オネス

トの学費を払ってくれた親のおかげです。本当に感謝しています。後輩へのメッセージは、オネストからだ出

れた宿題はしっかりやり、また先生が言った重要なことは、しっかり覚えておくことが大切です。これらのこ

とをやっていくと、自分の成績が良くなっていき、やっていて良かったと思えるのでこれらのことをやるの

が大切なのでこれからも頑張ってください。 

 

津東高校 普通科 I・Mさん 

私は小学 5 年生からオネストに通い始めました。初めは不安でしたが、オネストの先生方のおかげでうまく

なじめたのではないかと思います。オネストでがんばったこと、つらかったことは中 3 の夏期講習です。特

に宿題が多い！！なので私はある方法を試しました。まずオネストに 9時から 5時まで滞在し、（お昼休み

や休み時間を含みます）家に帰ってくるのが5時半でした。家に帰ってきたらお風呂に入り、すぐ寝ます。そ

して 0時半ごろに起きます。そして朝の 6時ごろにだいたい全ての宿題が終わるのでその時間からオネス

トに行くまでの時間は小テストの勉強をしていました。それだけ過酷でしたが１つだけ楽しい時間がありま

した。お昼休憩の時です。しかしコロナ禍だったということもあり黙食だったので「音を鳴らしたら命を落と

す」というスリルを友達と楽しんでいました。家族はいつもそばで私を支えてくれたり、困ったことがあれば

話を私が納得するまで聞いてくれてありがとう！！あと５年間オネストに習わせてくれてありがとう。オネ

ストでは何事でも続けることの大切さを学びました。私は昔から勉強が大嫌いで成績も伸び悩んでいまし

たが大丈夫です。安心してください。人は何かに熱中するとそのことだけに集中して取り組むことができま

す。皆今の時期不安だと思いますが力を合わせてがんばっていきましょう。 

皆さんにおくる四字熟語   深情厚誼 

 

四日市西高校 普通科 Y・Kさん 

私がオネストに入ったきっかけは中 2 の夏期講習で母の友人からの紹介でした。初めて来たときは私と同

じ中学校の子は 2 人しかおらず、ほぼ知らない人しかいませんでした。さらに私は勉強することが嫌いで、

自分から進んですることなどなく、母に言われてからしぶしぶ勉強していた人でした。しかし、志望校に行く

には今の学力では合格できないと知ったときに勉強するようになりました。そして、自分より少し上の学力

の人と友達になり、自分が分からないところを聞いたりしました。オネストでつらかったことは、中3の夏期

講習が終わってから他の人はどんどん成績が上がっていくのに対して、自分はどんどん下がっていってと

ても焦りました。さらに課題も多く、中 1 や中 2 でさぼってしまったこともあり、自分の勉強の出来なさが

目立ち、病みそうになった時期もありました。そのたびに「もっと真面目に中 1や中 2に授業を受けるべき

だった」と後悔しました。オネストで頑張ったことは友達をたくさん作ったことです。私はやる気を出すため

に、友達を作って、たまに塾に行きたくないと思っても、友達もいるし頑張って塾に行こうと前向きな気持

ちになり、休まず元気に行けたのかなと思います。家族には本当に感謝しています。父や母、妹は私が家に

いるときはテレビを見るのをがまんしてくれたり、父は私の分からない問題を教えてくれたりと私のために

いろいろ協力してくれました。そして、見事に私の第一志望の四日市西高校に合格することができました。

後輩オネスト生へのメッセージは授業中では必ず先生の話を聞き、毎日コツコツ勉強し、また「自分はやれ

ばできる」と信じ続けることが大事だと思います。すぐに結果が出るわけではないけれど、あきらめずにす

ることで入試対策がとっても楽になります。未来の自分のために頑張ってほしいです。                  

 

 

 

 

 

 



白子高校 普通科 T・Sくん 

自分がオネストに入ったきっかけは、友達の誘いです。自分がオネストで頑張ったことは講習の宿題です。

つらかったことは宿題が多かったことです。受験勉強でやってよかったことは特に無いです。 

「先生へのメッセージ」 

今まで得意な教科や苦手な教科関係なく熱心に教えてくれてありがとうございました。おかげで白子に受

かることができました。白子に行っても先生たちに教えてもらったことを生かして頑張っていきたいです。 

「後輩へのメッセージ」 

自分は今までオネストでも家でも勉強してこなかったから目指していた高校に行くことができずに悔しい

思いをしたので、そのような思いをしないために頑張って勉強した方がいいと思う。 

 

白子高校 普通科 A・Mさん 

私がオネストに入る前は、宿題の量が多く、先生が厳しいとよく聞いていたけど、その分集中して勉強に取

り組めるし、先生方も厳しい時もあれば、おもしろいこともあって、楽しかったことがたくさんありました。

オネストでつらかったことは、中 3 に上がってからほとんどの日に補講が入っていたことです。初めは補講

に行くのがつらかったけど、私は宿題を全くしなかったから、その分の勉強もできてありがたかったです。

（笑）他にも、オネストではテスト対策や私立入試対策のために鈴鹿高校で全国模試を受けたり、無料テスト

対策の実施や、文化会館を借りて高校入試説明会をしたりと、たくさんのイベントをしており、生徒にとても

ありがたい！！オネストのサポートのおかげで、第一志望校に合格できたのでとてもうれしかったです。高

校ではがんばって宿題します。ありがとうございました。 

 

亀山高校 システムメディア科 T・Rさん 

私がオネストに入ったきっかけは、仲の良い友達がオネストにたくさんいて、友達にも誘われたからです。

最初は不安だったけど、おもしろい先生やフレンドリーなクラスの子たちのおかげで楽しく過ごせました。

オネストで一番つらかったことは、夏期講習の宿題です。とてつもない量のテキストとたくさんの量のプリ

ントを宿題として毎日するのはとても大変でした。特に数学のプリントが3枚も宿題に出たときは徹夜する

勢いでした。でも、その地獄の夏期講習を乗り越えたら、自分でもビックリするぐらいテストの点が上がっ

てすごくうれしかったです。私は夏期講習がきっかけで、一番苦手だった関数が好きになりました。後輩オ

ネスト生へメッセージは、夏期講習や冬期講習で配られるテキストは「絶対！」に講習前に半分は終わらせ

ておいたほうがいいということです。講習はテキスト＋たくさんのプリントが宿題になるので何も手をつけ

ずに講習にいどむとほんとに痛い目を見ます。でもそれを最後までやりきると結果は絶対ついてくるので

頑張ってください！！最後に高校合格までピヨ会や前期の面接対策などたくさんの補講を組んでいただ

いて、分からない所をわかりやすく、ていねいに教えてくださってありがとうございました！！オネストの

先生方の授業は、分かりやすいしとても楽しかったです。私が通ったのは 1 年間でしたが、とても楽しく過

ごせました。本当にありがとうございました！！ 

 

亀山高校 システムメディア科 K・Yくん 

僕は3年生の夏期講習からオネストに入りました。夏期講習では朝から昼まで自習に行き、昼から夕方まで

プリント等を特訓してきました。毎日のように通い大変でした。本科でも長い時間勉強し、終わった後も質

問を聞くことができてすごかったです。週に一度、補講を各教科短い時間ですがみんなのためにおこなっ

てくれてよかったです。冬期講習では、夏期講習の時よりも大変で、先生たちもより力を入れてくれました。

毎日プリントやテストをやり、大変でした。面接の練習でも、間違っているところを丁寧に教えてくれて助か

りました。オネストの先生は全員に一生懸命、分かりやすく、丁寧に教えているので本当にすごいと思いま

した。オネストに入ったおかげで志望校に合格できるようになりました。今まで本当にありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



亀山高校 総合生活科 A・Yさん 

私がオネストに入ったきっかけは、お兄ちゃんです。私の兄は、私が小学生の頃にオネストに入っていました。

とても宿題などが多く、毎日大変そうでした。そして私も中学 1年生からオネストに入りました。宿題がとて

も多く、中学 1 年と 2 年で宿題をしなかった時がいっぱいありました。中学 3 年生になって受験生という

自覚を持ち中学 3 年生からしっかりと宿題のプリントなどをしました。私は、理科と社会が苦手だったので、

中学 1 年生と 2 年生でしっかり宿題をしておけばよかったなと後悔しています。でも、中学 3 年生の夏期

講習と冬期講習で1年生と2年生の復習をできてよかったなと思っています。夏期講習と冬期講習で頑張

れなかったら、自分の行きたい高校や私立のすべり止めに合格できなかっただろうなと思っています。オネ

ストでつらかったけれど、頑張れたことは補講です。苦手な教科を克服するために、補講をさぼらずに頑張

って、あきらめずにやりとげることができました。お母さんとお父さんとおじいちゃんには、おにいちゃん 2

人と合わせて 7 年間塾に送りむかえしてもらいました。ありがとうございました。受験勉強をやってよかっ

たことは、自分の行きたい高校に受かったときの達成感を感じられたことです。 

 

四日市工業高校 機械科 M・Sくん 

私は中学1年生の春に入塾しました。きっかけは、多くの友達がオネストに通っていると知ったことと、親に

勧められたことです。入塾したばかりの頃は、同じ中学校の人しか友達がおらず、不安なこともたくさんあ

りました。ですが、周りの人は、すごく優しく、すぐに友達もできました。また先生方は、すごく親切で授業も

丁寧に進めてくれました。私は理系の教科が得意で、文系の教科は苦手です。その中でも国語は本当に苦

手です。ですが、奈央先生が文法問題を解くコツや、文章問題で答えを導き出す方法などを丁寧に教えてく

ださったおかげで、苦手な国語でも高い点を取れるようになってきました。何月の全国模試かは忘れまし

たが国語で80点が取れたのはすごくうれしかったです。受験期に入り、県立高校の過去問もたくさん解き

ました。そのときも、得意な理系教科はもちろん、苦手な国語でも 40 点台が取れました。また、オネストに

通っていたおかげで、学校の定期テストの数学で、2年生のときに2回連続 100点、3年生の時にも2回

連続 100 点を取ることができました。ここまで成長できたのは毎日支えてくれた家族とオネストで熱く指

導してくださった先生方のおかげです。本当に 3 年間ありがとうございました。高校生になっても、勉強と

部活動の両立を頑張ります。 

 

四日市工業高校 電気科 Y・Yくん 

オネストに入ったきっかけ…家ではあんまり勉強をせず、テストの点数もあまりよくなかったので入った。

あとは、急に親に入れられました。 

オネストで頑張ったことやつらかったこと…宿題をしっかりとして、授業も真面目に取り組んだ。そして、分

からないところは分かるようになるまでなるべく勉強をした。でも、毎日宿題が多いからだいぶきつかっ

た。 

受験勉強でやってよかったこと…毎日少しでもいいから、学校や塾以外で勉強をしたこと。そして、前期は

受かるか分らんから、後期の 5教科の勉強も一緒にしたこと。 

家族へのメッセージ…勉強はむずい。オネストは、生徒よりも先生の方がやる気があって、毎日大量の宿題

が出てきてだいぶすごいな、と思いました。授業でめっちゃ簡単な問題や、何を言っているのか分からない

問題など、さまざまな問題があって難しかったです。でも、難しい問題が分かったときは、なんかスッキリし

て少し楽しかったです。5 教科は関係ない前期で受かって、後期は受けなくてよくなったので、作文と面接

が上手くできてよかったな、と思いました。 

 

津工業高校 機械科 N・Kくん 

私はオネストに 4 年間通いました。オネストに入ったきっかけは家から近かったことです。小学校の頃は下

校してオネストに寄り、授業を受けていました。オネストでつらかった時は中学校に入ってからです。中学校

では勉強と部活動の両立が一番つらかったです。毎日部活動でつかれながらオネストに通い、時々授業中

少しだけ寝てしまうことがあり、授業の内容があまり頭に入ってこない時もありました。そして、春、夏、冬

の講習がつらかったです。毎日宿題をしたりして休みが全然ありませんでした。私は休みの日があっても休

めなかったことがつらかったです。頑張ったことは、もちろん勉強です。特に学校のテスト期間中、オネスト

で質問したり、残って勉強するのをかなり頑張りました。私はこのオネストでいろいろなことがありました。

このいろいろなことがあったからこそ受験で合格できたのだと思います。受験をするオネスト生へ。大変な

ことがあると思いますが頑張ってください。 

 

 

 



 

津商業高校 ビジネス科 O・Wさん 

私がオネストに入ったきっかけは、友達がたくさんオネストに入っていて誘われたからです。塾に入ったこ

とがなくて、初めは塾に入る気はなかったけど、春期講習という入るチャンスがあって、これから受験生だ

から頑張ってみようと思い、入りました。私はオネストに入って特に数学と英語ができるようになりました。

村田先生は授業のスピードは速いときもあったけど、分かりやすくてすぐ理解することができたと思いま

す。模試でも点数が取れるようになって嬉しかったです。オネストに入ってから、まだ学校で習っていない

所を先に教えてくれたので学校の授業でつまずくことなく取り組めたのでオネストに入ってよかったです。

夏期講習の時はまだ部活もあって勉強をする気になれず、ワークやプリントをさぼっていました。だから全

然伸びることなく冬期講習が近づきました。12 月くらいからあせりが出てきて、冬期講習ではワークを全

部して、プリントも全てその日中にしました。そのおかげで一気に伸びて集中力がつくようになりました。そ

してずっと S2 だったけどようやく S1 に上がることができて成長したなと感じることができました。私は

絶対前期で受かりたいとずっと思っていたので、面接練習を毎日しました。学校で 2 回しか面接練習をす

る時間がなかったけど、毎週オネストで練習ができたので人前で話せるようになりました。本番でもいつも

通りに話すことができてよかったです。家だと勉強しようと思えないし、何もアドバイスがないからずっと

成長できなかったと思います。オネストに入って集団だから競争心が芽生えてきて頑張ろうと思えたので

オネストに入ってよかったです。そして前期で合格できて本当に嬉しいし、受験を乗り越えられて安心して

います。思ったよりすぐに受験が終わって、あっという間だなと思いました。 

 

四日市農芸高校 環境造園科 S・Kくん 

オネストには、友達のお母さんの紹介で、夏期講習の頃から入塾しました。オネストに入塾してすぐの頃は、

宿題の量の多さに驚きました。しかし、毎日コツコツ宿題に取り組むことで苦手だった数学や英語もできる

ようになり、学力が身についていくのを実感できました。学校のテストでは、48位から 13位まで順位が上

がりました。オネストの本科は、およそ 6時 30分から 10時 30分まで続くため、厳しかったですが、先生

たちはジョークを交えたり、豆知識を教えてくれたりしたので、楽しく学ぶことができました。これからオネ

ストに入る人は、大変なことにならないように、毎日宿題をさぼらず取り組むことをオススメします。 

最後に、先生の皆さん、ありがとうございました！ 

 

四日市農芸高校 農業科学科 N・Aさん 

私は冬期講習からオネストに入りました。きっかけはオネストに入っている友達に誘われて体験に行ったと

きにとても雰囲気がよく、先生方の教え方が自分に合ったような気がしたので入りました。私はオネストに

入るまで、受験勉強を始めてすらなかったので、少し危機感を感じていました。なので、冬期講習をきっか

けに受験勉強を始めようと思い、毎日自習室に行って予習や復習、宿題をしていました。しかし、冬期講習

は 1 日約８時間あったので、家に帰ったときに勉強するやる気が出ず、宿題がたまってしまうこともありま

した。私は私立を受験しなかったので、みんなが私立の過去問を解いているときに県立の過去問を解いて

いたので、時間を有効的に使えたことがよかったと思いました。家族には塾の送迎を毎日してもらい一番

近くで応援してもらっていたので、前期選抜まで集中して勉強に取り組めたと思います。「ありがとう」と伝

えたいです。後輩オネスト生へ伝えたいことは、夏休み前までに部活にしっかりと取り組み結果を残し、友

達と遊びまくることをおすすめします。勉強は毎日 5分以上でもすると勉強する習慣がつくので、受験シー

ズンが少し気楽になると思いました。後は、周りの方を頼ることです。お互いつらいのでそれを一番理解し

てあげられるのは自分たちだけなので、一緒に面接練習をしたり、分からない問題を教えてもらったりした

方がいいと思いました。私は合格した後に先生に言われたのですが、「受験は個人戦じゃなくて団体戦」と

いう言葉に共感しました。なので、私は後期選抜を受ける人たちにできる限りのことをしていこうと思いま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

四日市農芸高校 食品科学科 T・Sさん 

オネストに入ったきっかけは、学校の勉強についてこれなくなり、テストもあまり点が取れず、順位も下の方

だったので、これはヤバイと思いオネストに 2 回体験授業を受けさせてもらい、オネストに入りました。オネ

ストで分からない所を先生に聞いたり、テストの間違えた所の見直しなどを頑張ってきました。夏期講習や

冬期講習に出されるプリントの枚数が多くて宿題が大変でした。特に数学が多く渡されてつらかったです。 

受験勉強では、去年や一昨年の作文のテーマをたくさん練習して先生に見てもらい、修正などをして直し

てもらい、面接では、先生に聞いてもらい、直すの繰り返しでした。でも、そのおかげで学校での面接練習

の時に、面接の先生から高い評価をもらい、作文も良いと言ってもらえたので、受験に向けてオネストでや

ってよかったと思いました。 

 

相可高校 食物調理科製菓コース H・Kさん 

オネストに入ったきっかけは、兄がオネストにいて、親と兄からも評判がよく、オネストに入りました。テスト

期間になるとオネストは学校がある日は夕方から夜遅くまであり、そこで勉強できるのでとてもいいとは

思いますが、それだけで満足してしまって、家に帰ったら勉強をせず寝てしまいあまり良い点が取れません

でした。だからオネストでもしっかり勉強して、家に帰ってもしっかり勉強することが大切だと思います。自

分は数学が一番苦手でオネストに入ったんですが、オネストに入ったら、数学が一番良い点を取れるように

なりました。逆に他の教科が落ちてしまったので、バランスよく勉強するのを私はとにかくがんばりました。

補講に行くだけでだいぶ違いました。普段授業の内容が頭に入っていない私にとって補講は復習でき、み

んなに追いつくことができました。補講に行くとほぼ毎日オネストに行くことになり、大変だったけど、しっ

かり勉強でき、分からないところも分かるようになるので、本当に良かったです。オネストに入って楽しかっ

た思い出は自分の中学校以外の子と仲良くなれてたくさん話せたことです。オネストの良いところだと思

います。前期本番の 1 か月前ぐらいから面接練習をしていたおかげで本番、自信をもって面接をすること

ができました。オネストでたくさん練習したので合格することができました。オネストに入ってよかったで

す。 

 

鈴鹿高専 機械工学科 Y・Hくん 

私は小学校５年生の時にオネストに入りました。きっかけは、その前に通っていた塾の内容がよくわからな

くなった時に、兄が通っていたオネストへ変えようという話が出て入りました。初めは他の学校のメンバー

と上手くやっていけるか、前と同じような状況に陥らないかなど、たくさんの不安要素がありました。しか

し、メンバーも優しく、すぐ打ちとけることもでき、先生の授業でも何を言っているのか分からないという

こともなく、普段の学校生活と同じように過ごせました。入塾してすぐは宿題が追いつかなかった日もあり、

大変でしたが、何とか乗り切ることができました。中でも一番苦労したのが中学 3年生の冬期講習です。講

習後、家に帰ってから、何時間たっても終わらない宿題の量に圧倒されて、深夜の 3 時まで課題に追われ

る日もありました。ここまで宿題をやるのは人生初のことでまるで生き地獄のように感じました。しかし、こ

こまで走り抜いてきたことで、1回もZから落ちることなくふんばってこられました。これに関しては分から

ないところを分かるまで教えてくれた先生方がいたからだと思います。本当にありがとうございました。入

試シーズンに入ってからは、時間の合間に補習や面接練習の時間を取り、志望校合格までの道をより照ら

してくださって本当にありがとうございました。そのおかげで、自分が一番行きたい高校へ進学することが

できました。また、自分が突然「高専へ行きたい。」と言った後でも支えてくれた両親にも感謝しています。

進路関係で突然変なことを言いましたが、相談にのってくれ、高専への進学を認めてくれてありがとう。こ

れから先もなやませることもあるかもしれないけど、宜しくお願いします。最後に先生方へ。5 年間長いよ

うで短い間でしたがご指導ありがとうございました。進学後もオネストの先生から教わったことは忘れずや

っていきます。薮田先生にも「ありがとうございました。」と伝えてくだされば幸いです。オネスト最高！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

鈴鹿高専 生物応用科学科 S・Tくん 

私がオネストに入ったきっかけは、友達からの誘いでした。最初は、勉強は嫌いだけど友達がいるからとい

う理由で入りましたが、オネストの勉強に対する雰囲気や環境が自分に合っていると気づき、次第にオネス

トで勉強することが毎週の楽しみになっていました。私の最初の頃は、オネスト内での順位を上げることを

目標にして、がんばっていましたが、いちばん難しかったことは周りより高い点数を取ることではなく、前回

の自分の点数を超すことでした。私は、国語が苦手で、自分の点数を上げるためには、国語の苦手を克服し

なくてはと思いましたが、なかなか点数は伸びませんでした。そこで得意な教科である数学、理科をより極

めて、そこから得意な教科をどんどん増やしていくことにしました。数学と理科の点数が安定して高得点を

取れるころには、英語や社会も得意教科になっていました。なので、皆さんも苦手な教科がなかなか伸びな

い時は、得意な教科を伸ばしてみてはいかがですか。もしかすると、新しい見方ができ、視野が広がるかも

しれません。私は、得意な教科である理科を伸ばすために勉強しているうちに、理科に興味が出てきて、理

科を専門的に学ぶことができる鈴鹿高専に進路を決めました。そして、鈴鹿高専に入学するために推薦を

まず受けました。オネストで、熱心に面接練習をしてもらいましたが、結果は不合格でした。私は今まで何度

もケガなどで、心を折られてきましたが、今までにないほど心が折られました。そして、受験というものは、

本当に落ちるのだと改めて実感しました。ですが、私は仲間に励まされ、立ち直ることができ、次の学力試

験に向けて切りかえることができました。私が試験当日に意識していたことは 2 つあり、1 つ目は、いつも

先生に言われていた「受験を楽しむ」ということです。変に緊張するより、どんな問題が出るかワクワクして

いました。2つ目は、自分に自信を持つことです。自分にできる、出来ないではなく、そこの試験を受けに来

た人たちの中で、1位を取ってやるという気持ちで試験に挑みました。 

最後に、オネストに入ってよかったことは、切磋琢磨、がんばることができる仲間、信頼でき、優しい先生た

ちに出会えたことで、この出会いが最も自分を成長させてくれたと思っています。 

 

高田高校 Ⅱ類特別選抜クラス Y・Sさん 

受験生になった中３から、オネストに入りました。夏休みや冬休みの長期休みには、毎日朝から夕方まで、オ

ネストに居ました。宿題の量がものすごくて、いつも 11時には寝ていたけれど、日付が変わっていることも

よくありました。初めて 1日 10時間以上勉強することになったので大変でしたが、休み明けは達成感がす

ごかったです。また、普段から補講がたくさんあり、自分の苦手な教科も勉強せざるをえない状況だったの

で、今は本当に良かったと思っています。特に数学が苦手でしたが、過去問を 5年分解く間に 10点くらい

点数が上がりました。入試直前の授業では、先生の予想した問題が当日出たので嬉しかったです。特に末松

先生が理科で出そうだとおっしゃったところがほとんど全部でました。また高田の入試当日に出た英語の

長文は２題とも夏休み明けくらいからしていた長文補講で読んだことがあるものでした。オネストに通って

いる間に、国語の古文と英語の長文は本を読むような感覚で読めるようになりました。普段の授業や宿題、

補講でたくさん読んだからだと思います。春頃は一文一文現代語、日本語に訳しながら読んでいましたが、

入試前にはそのままの文でも内容がわかるようになり、早く読めるようになったので嬉しかったです。オネ

ストの先生方の授業は本当におもしろくて(interesting で)勉強が嫌になりませんでした。受験当日まで

とまらずに(?)走り切れたのはオネストの先生方が居たからこそです。オネストに通えて、本当によかった

です。もっと早い時期から通えたら良かったと思います。1年間ありがとうございました!!!  

 

高田高校 Ⅱ類進学クラス K・Yさん 

私は、オネストに入ったとき、方程式も3単現も何もかもわかっていませんでした。初めて体験を受けた時、

とてもわかりやすくて、来週もここに行きたい!ここで勉強したい!と思いました。授業は分かりやすいだけ

でなく、とても楽しかったです。夏期、冬期講習はとても大変で、宿題は早い時間から始めても終わるのが

2 時ぐらいでした。私は自分の部屋で勉強すると集中できないのでずっとリビングでしていました。1 月ぐ

らいからテーブルの上は教科書やプリントでぐちゃぐちゃでした。今になると、家族にものすごく支えても

らっていたのだと感じます。小学生の頃から憧れていた南高。オネストのおかげで南高を受けることができ

ました。結果はダメだったけれど、全く後悔はしていないです。頑張ってよかったなと思いました。またまた

新たな目標ができました。南校に合格した子よりもいい大学に行き、結果オーライにすることです。報告に

しに行くので待っていて下さい。2 年ちょっと本当にお世話になりました。毎回遅くまで質問を聞いてくれ

たこと、アドバイスをたくさんしてくれたこと、全てに先生たちの愛を感じました。私は他の塾へ行ったこと

がないけれど、オネストが1番だと思っています。いろいろな面でサポートしてくれたオネストの先生たちが

大好きです。オネスト生で良かったです。これからも自分らしく、勉強を頑張りたいと思います。ありがとう

ございました。 

 



 

高田高校 Ⅰ類進学クラス A・Nさん 

私がオネストに入ったきっかけは、私の姉がオネストに通っていたため、小学 6 年生の後半に入りました。

最初は塾なんて行きたくないと思っていたけれど、初めてオネストの体験授業へ行って、先生もオネストに

いた友達もやさしく、すごくおもしろくて塾へ行くのが楽しみになりました。オネストでつらかったことは、

冬期講習で、休みが 1日もなく毎日授業でオネストへ通ったことです。朝の9時くらいから自習の時間があ

り、昼からの授業に参加するため、お昼に家に帰る時間もないので、友達とごはんを食べて、1 時から 5 時

まで授業を受けます。また毎日たくさんの宿題が出るため夜の寝る時間が少なくなりました。受験勉強を

やって良かった事は本科の授業日以外にある質問タイムや数学や英語の勉強タイムに参加することです。

質問タイムへ行き、自分のわからない問題を先生に聞くことで解ける問題が増え、数学や英語の勉強タイム

に参加すると数学の計算まちがいが減り、英語の長文問題の読むスピードが速くなりました。毎日塾のお

送り迎えをしてくれたり、土日に勉強するために図書館や市役所へ連れていってくれたお母さんとお父さ

んに感謝したいです。私がわからない問題があったら教えてくれたり、受験勉強で疲れている時に笑顔に

させてくれたお姉ちゃんにも感謝したいです。これから受験生になるオネストの人は 1年生の頃からサボら

ずしっかり勉強したほうがいいと思います。私は 3 年生の冬期講習になる前まで勉強を少しサボっていま

した。なので、冬期講習で勉強するのがとても大変でした。毎日の宿題をしっかりし、中学 1 年生の頃から

ちゃんと勉強しておけばよかったなぁと私は思いました。また本科の授業以外の質問会などに参加してい

たほうが絶対良いと思います。受験勉強に追われていた時に私はほぼ毎日塾へ行って、わからない問題を

解決するために質問会に参加していました。そのおかげで受験で合格することができました。冬期講習は

死ぬ気で頑張ってください 

 

三重高校 進学選抜クラス Y・Kくん 

私がオネストで1番つらかったことは、冬期講習です。毎回宿題プリントが大量に出され、とても大変でした。

中でも特にやばかったのは数学です。難しいのに問題の量が多くて最悪でした。ですが、問題を解くスピー

ドがとても上がり、難しい問題もこなせるようになりました。冬期講習でがんばったおかげで、勉強に自信

を持つことができました。受験勉強でやってよかったことは社会の歴史です。私は 3 年生の 1 学期まで社

会の歴史が苦手でした。テストでも歴史の部分で点を落とすことがほとんどでした。そこで受験勉強では社

会の歴史を最初から見直しました。コツコツ勉強したことで入試本番では、過去問より良い点数を取ること

ができました。オネストで 1 番思い出に残っていることは英語の時間に西岡先生が歌っていたことです。思

っていたより歌がうまくてびっくりしました。西岡先生は最初は怖そうだと思っていたけど、10時30分の

授業が終わったあとに、30 分ぐらい英語を教えてくれたり、声をかけてくれたり、とてもやさしくしてくれ

ました。今では最初のイメージはふっとび、声が大きくて面白い人だと思っています。オネストで様々な先

生に勉強を教えてもらい、部活動を両立しながらがんばることができました。新中３の人たちは4月から受

験に向けて勉強していくと、とても楽になると思います。がんばってください。3 年間ありがとうございま

した。高校へ行ってもがんばります。 

 

三重高校 進学選抜クラス M・Yさん 

私がオネストへ入ったきっかけは、小６の冬期講習で入る前に両親からスマホを買ってあげるからと言われ、

押しに負けた事がきっかけでした。入ってみると、先生達が個性豊かで想像以上に楽しく本科の授業にも

参加するようになりました。しかし、元々勉強に関わる全てが嫌いだった私は続々に 30点～40点をたた

き出し、Ｓ２の1番前の席になる事が最初はほとんどでした。そこからお察しの通り、数学の呼び出しに呼び

出され皆勤賞、その呼び出しのそのまた呼び出しにもめんどくさいなぁと思ったこともありましたが、全て

出ました。そのおかげか苦手だった計算(１のような)を得意にする事ができました。この事から後輩に伝え

たいのは呼び出しや、補講にサボらずにちゃんと行ってください。ぶっちゃけめんどくさいと思ってしまう

事はみんなです。でもちゃんとサボらずに行ってください。その行動で未来が変わってくるかも?それは宿

題もそうです。毎回、毎日するのがめんどくさいならまとめてやるとか工夫してちゃんと提出日に出してく

ださい。冗談抜きで、将来の高校が変わります。バカみたいな量が出る事があると思うけれどがんばってく

ださい!!先生達へ約 3 年と半年ありがとうございました。時にはチアがらみでイレギュラーな事があっても

対応していただきありがとうございました。最後に 1 つ、冬期も夏期もちゃんとしている人は苦しいです。

でもサボる人は苦しくもないです。一つ一つの行動で近い将来と自分の偏差値が変化します。がんばってく

ださい!!!  

 

 

 



 

海星高校 国際数理コース O・Kさん 

私は中学3年生の4月からオネストに入りました。当初は志望校も決まっておらず、将来の夢やしたいこと

もありませんでした。しかし、オネストで勉学に励む日々を過ごしていくうちに、自分自身の視野が広がり、

行きたい高校や自分の興味があることを見つけていくことができました。それは他の塾にはない、大勢の

仲間と共に切磋琢磨して学んだことやまるで学校にいるような楽しく、わいわいとした授業の影響もとて

も大きいと思います。そのような環境があったからこそ、行きたい高校が見つかり、夢に向かって頑張れた

のだと思います。辛かった事は苦手教科の克服です。私は数学がものすごく苦手で、入った当初は基本問

題さえ全くわかりませんでした。問題に取り組むことも億劫なほどでした。一度オネストに入る前の春期講

習で数学のわからない問題を質問した際、とても丁寧にわかりやすく教えてくださったことが印象に残っ

ています。また解説の分かりやすさや後日に問題を自分が解くことができた嬉しさや数学に対して今まで

あまり感じることのなかった達成感は忘れません。その後は授業の前後で毎回のように質問をして、先生

方も大変だったのではないかと思います。それでも、いつも丁寧に教えてくださり、同じ問題を何度も聞い

たりしても私が理解するまでずっと説明をして下さって本当に嬉しかったです。感謝しかありません。その

おかげか夏休み明けには自分自身がとても成長し、力がついたことを実感することができました。今では

学校でもオネストでも数学の授業に楽しさを感じられるほどになりました。本当にありがとうございます。

私はオネストに入ってなによりも学んだ事は、「人に聞くこと」です。私は今まで、解説を読んでも理解でき

なかった問題は「これは自分にできないから」とか「後でやればいい」など自ら避けてしまっていました。し

かしオネストに入り、先生に聞くようになってから問題を解く楽しさを知ると同時に難しい問題にも諦めず

に立ち向かう大切さを学びました。だから、オネスト生の方々も難問にぶつかっても諦めずにまず自分で取

り組んでみてください。それでもわからなかった場合は先生や友達に聞いてみると良いと思います。きっと

理解したときの嬉しさや達成感を感じ、苦手科目への意識も変わるのではないでしょうか。そのときに少し

でも生まれた勉強への意欲を忘れず夢に向かってがんばってください 

 

海星高校 進学特別コース S・Sさん 

私がオネストに入ったきっかけは、3 年生になり、塾に行っていなく、このままでは高校に行けるのかなあ

と不安になった時、見つけたのがオネストでした。私は四日市に住んでいて、オネストとは距離があるので

すが、ここで良かったと思います。オネストに入りがんばった事は塾のテストで自分ができるだけの力が出

せるように、夜の本科が終わってから残って先生に質問をしたり、もう一度解き直したりしてきました。辛

かった事は夏期講習や冬期講習です。毎日朝から夕方まで一生懸命勉強し、力をつけました。宿題は信じら

れないほど出るし、すごく大変でした。しかし、その宿題をコツコツとしたり、集中して授業を受けることで、

今実力がついていると感じるし、解けなかった問題も解けるようになったので、耐えて良かったと思ってい

ます。受験勉強でやって良かった事は、先生に出された宿題や先生に言われた事は確実にすることです。合

格通知を見る前はすごく緊張したし不安でした。家族からメールが来て合格と言う文字を見た時はすごく

嬉しかったし、塾で頑張ってきて良かったと思いました。努力が報われる事はすごくうれしいし、達成感を

感じました。私が 1番行きたいと思っていた高校に進学することができて本当に良かったと思っています。

今回受験を通して家で勉強する習慣もつき、これから高校の勉強していく中で、宿題を大量に出されても

夏期講習や冬期講習の事を思い出し、恐れず、前へ進めたらいいなと思っています。見たこともないくらい

の宿題が出た事が本当に印象に残っています。 

 

海星高校 進学特別コース K・Yさん 

私がオネストに入ったのは小学 5 年生でした。ただ家から近いという理由で入ったので、初めはオネストが

どんなところかまったくわかりませんでした。小学生の頃は、あまり席を気にするほど人数がいなかったの

で、テストは適当に受けていましたが、中学生になり人数もどんどん増え、クラスも増えていく中で、ついに

Ｓ２まで落ちてしまい、さすがにこのままじゃいけないと思い、中学 2 年生から今までのサボってきた分を

取り返そうと真面目にがんばりました。多い日には受験生でもないのに週 5 で塾に行っていた時期もあっ

て、自分でも過去の自分を凄いなと思っています。そして 3 年生になって、ついに初めてＴに行けたときは

本当にうれしかったです。ずっとＴにいることはできませんでしたが、ノー勉で受けてもＳ２に落ちる事はな

くなったので、がんばって良かったなぁと思いました。受験校を決める際に、私のわがままを聞いて相談に

のってくれた先生やそれを受け入れてくれた両親にはとても感謝しています。こうして第一志望の高校に

受かることができ、約 4 年と少しオネストに通って勉強して良かったと思っています。先生もみんなやさし

くておもしろくて友達ともたくさん思い出ができて、オネストを卒業するのは少しさびしいですが、高校で

もオネストで学んだ事を活かしてがんばりたいです。 

 



 

海星高校 進学特別コース A・Mさん 

私は中学 3年生の夏からオネストに入りました。始めはルンルンで行っていたのですが、途中からは地獄の

ような生活になりました。夏期講習、冬期講習では毎日大量の宿題が配られ、宿題を終わらせるだけにも半

死にしてました。ですが、毎日仲の良い友達みんなと支え合ってきたからこそ逃げずに頑張れたと思います。

夏休み、冬休みは大好きな YouTube や友達と遊ぶことがうばわれ、すっっっっっごくつらかったです。塾

のない日は先生に「勉強しろよ‼」と叫ばれていたけど、こっそりYouTubeを3時間ぐらい見ました。こん

な小さなことが私にとってストレス解消になり、ちょー幸せでした♡勉強が大嫌いな私がシャーペンをこん

なに持った 1 年は自分でもびっくりしています。でも今は「頑張って良かった」とすごく思います。先生も毎

日毎日私たちに全力で教えてくれて本当にありがとうございました。優しくておもしろくて、でもときには

厳しい先生方が大好きです。お母さんやお父さん、10時半は 1年前だと完全に寝ている時間だったのに、

1 年間ねむい姿を見せずにいつも笑顔で「いってらっしゃい」「おかえり」を言ってくれてありがとう。嬉しか

った!!高校も頑張ります!!  

 

鈴鹿高校 総合コース T・Hくん 

ぼくがオネストに入ったきっかけは、小学校のころから勉強がとても苦手だったからです。中学校へ入学し

たときに、親から塾に入るよと言われてこのオネストに入りました。オネストで頑張った事は、一度塾のテス

トで最下位をとってしまったことがありましたが、そこから S１まで頑張ろうと必死に勉強して、Ｓ２の上位

まで上がることができたことが頑張ったことです。受験勉強でやってよかったことは面接練習です。僕は鈴

鹿高校の推薦を受けることになって、僕は人の目を見て話すことが特に苦手としていて、塾の面接練習で

末松先生にとても助けてもらいました。家族へのメッセージは全く勉強しなかった僕を塾へ入れて、約 3年

間高いお金をかけてくれてありがとうございました。高校でもいっぱいお金などいろいろ迷惑をかけると

思うけど、これからもよろしくお願いします。後輩オネスト生へ、塾をやめたいとかいろいろ感じた時はある

と思うけど、塾に入っていたら自分の行きたい高校へ導いてくれるはず。最後まで塾をあきらめず頑張っ

てください。 

 

暁高校 Ⅰ類コース T・Kさん 

私がオネストに入ってとても良かったと思っています。自分は中学校の頃、ハンドボール部に所属していま

した。そして毎日練習があり、全然勉強していなくて 3年生にもかかわらず定期テストの点数が取れていま

せんでした。だけど、オネストの先生は自分が分かるまで教えてくれて、夜おそくまでつきあってくれたり、

日をまたぐことも何回かありました。それでも熱心に教えてくれて、とてもいい塾でオネストに入ってよか

ったなと思っています。オネストで頑張ったことやつらかったことは夏期講習や冬期講習などです。自分は

どちらとも部活があり、夏期講習の時は夏の最後の大会、冬期講習の時はＪＯＣという三重県選抜に入って

いました。その時は部活が終わってそのまま塾に来たりしていました。なので、その後に勉強は生きてるか

死んでいるか分からないくらいつらかったです。でもみんなは勉強しているから、その分おいていかれると

思いながら塾を頑張っていました。受験勉強でやって良かったことは、過去問をたくさん解いてまちがえた

所をもう一度やり直すことです。過去問を解いて終わりだとまちがえた所は頭に入っていないから、その時

に復習をしておくと、次解いたときにまちがいが減って当日のテストの点数が上がるので、復習はやってお

いて良かったなと思いました。家族へのメッセージは、ほぼ毎日塾があり、朝早くから夜遅くまで送り迎え

をしてくれて、何回も塾を休みたいと思う時もあったけど、とりあえず今だけでもがんばれと言われ何回も

がんばろうという気持ちになってとても支えになりました。新中学校3年生になる人へ、1・２年生の復習な

ど絶対やっておいたほうがいいです。後で後悔するから、部活と両立してがんばっている子は部活も勉強

もがんばって。塾は死にそうになるけど最後は絶対頑張ってよかったなぁと思うときが来るので、がんばっ

てください。自分は部活の推薦で自分の頭じゃ目指せない高校に行くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

四日市メリノール学院 普通科 A・Mさん 

私はオネストに入って、今まで入った塾と違い、同級生の人が数えきれないほどいたし、冬期講習はほぼ毎

日で4時間勉強を塾でしたのがとても大変でした。個別とかしか受けていなかったので、とても緊張しまし

た。頑張ったなと思った事は小テストです。漢字や理科の重要語句のテストで満点を取りたくて塾が終わっ

てから夜早起きをして勉強しました。受験勉強でやってよかったことは、ノートにまとめるのではなくて、参

考書やワークに解き方や自分がひと目でわかるように紙に書いて、ページが埋まってしまうまで貼ると、忘

れてしまったことや時間を短縮できたのがとてもよかったなと思っています。家族へのメッセージでは、受

験勉強でイライラしてしまい、迷惑をかけてしまったことや勉強できる雰囲気を作ってくれたりしてとても

うれしかったです。イライラしているときに勉強方法やアドバイスをしてくれました。私は 2学期まで通信制

高校や定時制高校に行くと決めていました。それでも、否定せずに自分の行きたい高校に行ったらいいよ

と言ってくれました。でも3学期に入ると同時に、定時制のいいところと全日制のいいところ両方を話して

くれて、もう１度考え直すきっかけとなりました。最後は自分の行きたい高校に行けたのでよかったです。 

 

鈴鹿高校 特進コース O・Hくん 

ぼくはオネスト生の人たちと比べて、けっこうはやい時期に入りはじめました。入った時期は小６の最初の

時です。当時のぼくは塾でもすごくふざけていたけど、中学 1 年生になってから、ふざけるのもほどほどに

しました。最初の頃まではクラスもそれなりに高かったけど最近では他のみんなより努力していないせいで

クラスも落ちていっていました。私は中 3の最後辺りまで色々志望校を変えたりしていて、目標よりも頭の

良い高校に受かることができました。それはまぎれもなく約4年間オネストに入っていたおかげだと思いま

す。ぼくは中３になってから季節ごとにある講習に行き出しました。そこでは通常とは比べ物にならないほ

どの課題と授業数に追われました。まじでつらかったです。多少さぼっていたけど、しっかりやっていたと

ころもあったにもかかわらず、この辛さにはさすがに先生に内心ふざけるなよと思いました。ですが今まで

ここまでしてくれた先生に少しだけ感謝しています。少しだけ…。何はともあれ困ったときに色々な手助け

をしてくれた先生にはとても感謝しています。次に受験勉強でやって良かったことは、毎回講習中にある小

テストです。この小テストでは受験で使える知識がいっぱいつめこまれていたので、とてもためになりまし

た。また自分からしていた自主的な勉強に関しては、過去問を解いた後に自分でどのような問題が出やす

いかを分析して、そこを重点的に見て勉強することです。これは理科や社会などの暗記面で言えることだけ

どとても重要だと思います。具体的に言うと例えば数年の社会のテストの過去問を解いた後、答え合わせ

をして自分が苦手と思う問題を見ます。そしたらけっこう苦手な中で共通点があるのでそこを探します。僕

の場合はまず気候などの温度差の図の問題が苦手でした。だからそういった問題の場合はまず世界の気候

のうちわけを見て覚えたりします。そして次に生かす、こういうことをしていました。これをしたおかげで、

実際に受験で点数をとれた部分がありました。まとめると、ぼくはしっかりと自分に合った効率が良い勉強

をしたほうがいいと思います。がんばれ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鈴鹿高校 特進コース H・Mさん 

私は小学校 4 年生の時にオネストに入りました。最初は友達に勧められて、なんとなく入った塾でした。入

ってすぐの時はちゃんと宿題をしていたけど、2ヶ月ぐらい経った頃からサさぼり癖がつき始めて一切しな

くなってしまいました。宿題はしていなくても Z にいれるとその時は調子乗っていたのか、中３になるまで

まともにしていませんでした。中 3になる直前の模試で Zから S1人落ちてしまったことで、そろそろやば

いと思い少しずつするようになりました。でもさぼり癖がついていたので、全然進まなかったりとすごく大

変でした。そのまま夏期講習が始まり、夏期は頑張るといいながらも全教科で全部宿題をしていたのは最

初の 5日間くらいでした。そこから自分の好きな教科しかせず、苦手な教科のプリントなどは一切手をつけ

ていませんでした。冬期講習もそのような状態になってしまいました。なので、ずっとＴクラスのままでＺに

戻ることはできませんでした。その時思ったことは前から宿題をしっかりやっておけばと後悔しました。こ

れを見ている人は本当に今のうちから勉強(宿題)をする癖をしっかりつけておくべきです。こんな私でも

特進Ｂに合格することができたのはオネストの先生方がいっぱい質問を聞いてくれたりしてくれたからだ

と思い、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。村田先生にはテスト期間の時、0 時を超えるまで質問を聞い

てもらったりして本当に感謝しかないです。あの時「数学捨てようかなぁ」とか言ってすみませんでした(笑)

本番では点数が取れたので許してください!! 西岡先生には私立の数学の過去問の質問を専門の教科じゃ

ないのに押し付けてしまってすみませんでした!でもすごくわかりやすかったです!奈央先生は小４からで一

番教えてもらっていますね!文法とかの説明がすごくわかりやすかったです!まさみっつんや都築先生も質

問いっぱい聞いてくれて本当に嬉しかったです!中島先生はあまり関わりなかったけど、演習の授業が丁寧

で分かりやすかったです!!いろんな先生方に本当にお世話になりました 6 年間オネストに通えて本当に良

かったです。今までありがとうございました!! 

 

鈴鹿高校 特進コース T・Mさん 

私は小学 6 年生の時にオネストに入って、小学生の時は算数が苦手でした。だから点数が低くて入った時

からビヨ会に呼ばれ、算数を教えてもらいました。それから点数が上がっていき、中学生になると学校のテ

ストでも模試でも数学が1番点数が良くてだんだん得意になっていき、数学の問題を解くことが楽しくなっ

ていきました。しかし私は得意な単元でテスト範囲の時に比べて、苦手な単元が範囲の時はとても点数が

悪く、良い時と悪い時の点数の差がとても激しかったです。なので、わからない所があったら授業の始まり

より前の時間に来たり、補講に行ったりしてたくさん教えてもらいました。そのおかげで点数の差が縮まり

ました。私がオネストに入って 1番大変だった時は3年生の冬期講習でした。冬期講習のクラスになる前の

クラスではＴクラスにいたのに、Ｓクラスに下がってしまって悔しい思いをしたためとてもがんばりました。

授業が終わるとほとんど毎回末松先生に理科を教えてもらっていました。そうして今までで 1 番がんばっ

て 1月のテストで今までで 1番点数が良くて、もう１度Ｔクラスに上がることができました。その時に先生に

ほめてもらえたのが嬉しかったです 1月からは土曜日の夜に残って都築先生に英語や社会を教えてもらい

ました。ずっと英語と社会が苦手で特に英語が1番点数が低くとても苦手だったため、夜おそくまで受験が

終わるまで教えてもらいました。そうやって勉強していくうちに少しだけど英語の点数が上がって受験の時

も自分の納得するような点数が取れたのは都築先生のおかげでとても感謝しています。私は公立高校に落

ちてしまって、鈴鹿高校に行くとなったときに、特進か探究で悩んでいました。その時村田先生や西岡先生

に 1時間くらい相談にのってもらいました。村田先生は鈴鹿高校のことを教えてもらったり、西岡先生には

背中を押してもらって特進で頑張ることに決めました。オネストの先生方には感謝でいっぱいです。今まで

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大橋 普通科全日コース N・Kくん 

自分がオネストに入ったきっかけは友達が入っていて、親ぐるみで無理矢理入れられました。体験授業をし

て、中２の中間ぐらいから入りました。自分は、勉強するのが苦手で、学校での勉強があまり理解できてい

ませんでしたが、オネストに入ってからはだんだんと勉強が理解できるようになりました。特に数学ができ

るようになりました。学校のテストでは 1 番点数が取れるようになり、授業でも内容がわかるようになりま

した。つらかったことは夏期講習と冬期講習です。毎日のようにあり、休むひまなどなく、自分は S2だった

ので、居残りなどがありました。地獄のようでした。今思えばやって良かったなぁと思いました。受験勉強で

やって良かったと思ったことは、分からないところを調べることをやって良かったと思いました。そのおか

げでテストではすらすら解けました。それとオネストでの面接練習です。オネストでたくさんしたおかげで本

番ではつまらず言えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



四日市高校 国際科学コース （K・Tくん 白子中学校卒業） 

 僕は中学 2年生の夏からオネストに入りました。オネストでは、学校の授業よりも詳しい内容を学

ぶことができ、分からないところを質問することで、さらにわかりやすいように教えてもらえます。僕

はオネストでの勉強を頑張ったおかげで、無事第一志望校に合格することができました。もしオネ

ストに入っていなかったらと考えたことがありますが、もし入っていなかったら合格するどころか、今

の高校を志望校に決めることさえできなかったと思います。だからこそオネストに入って本当に良

かったと思うし、先生方には感謝の気持ちしかありません。ありがとうございました。 

 これから受験生になる人たちに言いたいことは、勉強と休息のメリハリをしっかりつけるべきだと

いうこと。勉強はもちろん大切で、やればやるほど自分の力になるけど、やりすぎて体を壊してしま

ってはダメだから、休むべき時は休もう。そして、入試本番では、今まで自分が努力してきたことを

思い出して、リラックスして取り組めば絶対に合格できる。その時のために、今はたくさん勉強して、

多くのことを学んでください。学んできたことは本番での自信に変わると思います。 

 オネストの先生方と一緒に勉強したみんなにはとても感謝しています。今までありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 



津高校 普通科 （G・Mくん 白子中学校卒業） 

 私が高校受験でつらかった時期は最後の冬です。正直、その冬までは受験という実感は全くなく、

まだまだ遊んでいました。しかし、最後の冬では冬期講習が毎日あり、宿題もやらないといけない

ことが大変で、受験の実感がわいてきました。また、今やらないとだめなんだという思いも強くなり

ました。そこで、私は苦手だった社会に全力をそそぎ、大幅に得点をアップさせることができました。

得意教科よりも高い点をとれるようにもなり、勉強した分だけ点が上がるのだとわかり、とても嬉し

かったです。あの冬休みは大変だったけれど、全力で勉強しておいて本当によかったなと思ってい

ます。 

 入試では私は同じ高校に行く友達が一人もいなかったので不安なことはありましたが、テストは

先生方に教えていただいたいつも通りにやるということを心がけました。そのおかげで、緊張するこ

ともなく本当にいつも通りに普通にテストを受けることができました。そして、合格した時のこの気

持ちは一生忘れないと思い、このたくさんの努力をした経験をもとにこれからも頑張ろうと思いま

す。 

 これからの受験生へのアドバイスは自分がやるべきことやしたほうがいいと思うことをまず考える

ということです。自分は何をすればどのくらい点が上がるのかを考え、勉強して、その上で空いた

時間はゲームをしたり、遊ぶのもいいと思います。私はリフレッシュも大切だと思うので、うまく時間

を使うことができるといいと思います。 

 ずっと見守ってくれていた両親や今までたくさんのことを教えてくださった先生方、本当にありが

とうございました。私は今はっきりとした夢はありませんが、これからも努力を続け、楽しむことも忘

れずに頑張っていこうと思います。 

 

 

 

 

 



津高校 普通科 （S・Rさん 白子中学校卒業） 

 私は高校に合格した今、とてもほっとしています。過去問では、全体的にいい点がとることができ

なかったため、不安な気持ちでいっぱいになり志望校を変えようかなと思うようになりました。しか

し、先生方やお母さん、お父さんに「大丈夫」と励まされ、本番で自分の実力を出し切り合格でき

たので挑戦してよかったなと思いました。 

 そして、私はこの高校受験を通して、勉強はコツコツとやり続けることが大切だと学びました。な

ぜなら、塾でけっこう多い宿題が出され、常に勉強している状態になったため、テスト勉強などの

勉強をすることが苦にならなかったからです。そのため、勉強をするときの集中時間は増え、勉強し

た時間も増えました。私はこのコツコツと勉強をするという方法で、中学 1 年生のころの自分では

考えられないほどの高校に合格できたのかなと受験が終わって思ったので、これから受験生にな

る人にこの勉強方法をおすすめしたいです。 

 これからの高校生活では、より一層勉強に力をいれて頑張りたいです。自分のレベルより高めな

高校に入ったので、中学生の時よりはいい点数・順位がとれないと思うけれど、少しずつ自分の学

力を上げていき勉強に向き合っていきたいです。 

 最後に、先生方やお母さん、お父さんに感謝したいです。先生方は、丁寧に勉強を教えてくれてと

てもわかりやすかったです。ありがとうございました。お母さん、お父さんは何回も同じ道を送迎し

てくれて、ご飯を早めに作ってくれて、私が不安になったときは励ましてくれて、いい点数・順位をと

ったときはすごくほめてくれて、本当にありがとうございました。これからも勉強を頑張りたいと思っ

ているので励ましなどのサポートをよろしくお願いします。 



四日市南高校 数理科学コース （M・Mさん 白子中学校卒業） 

 私は志望校を決めるのにとても悩みました。でも今、自分が一番通いたいと思った学校、コース

に受かり、とても嬉しいです。高校受験を通して、私が大切だなと思ったことは、知識や経験の積み

重ねです。受験では 3 年生はもちろん、1 年生や 2 年生で学習したところも出題されます。実は、

自分は結構手を抜きやすい人で、やらなくてもいいと思ったものは、省いたりすることが多いです。

そのかわり、必要なところ、やるべきことは自分なりにしっかりやりました。時間が経つにつれ、記憶

はうすれていくものですから、適当にたくさん覚えるのではなく、基礎だけでもしっかり固める方が

後のことも考えると効率がいいと思います。そして、その上で自分に足らないものを学習していき、

いろいろなパターンの問題を解くことで理解が深まっていきました。オネストで出される課題は少し

多いかもしれませんが、志望校に受かりたいのであれば、将来のためにも、絶対にやってください。

やった分だけ、しっかり身につきます。 

 受験が近づくにつれ、精神的な負担は大きくなっていきます。私も結構きつくなったり、不安でい

っぱいになったりしました。でも、今までの家族や先生など周りの人達の支えがあったことを思い

出し、頑張ろうという気持ちになれました。もしつらくなっても、周りには応援してくれる人達がいま

す。その人達に頼ることだってできます。一人でかかえこまず、話を聞いてもらうのも大切だと思い

ます。そして、今まで送迎をしてくれたり、生活面でもたくさん支えてくれた家族に本当に感謝して

います。 

 高校では、授業についていけるように、予習・復習をしっかりできるようになりたいです。そして、

自分の将来の可能性の幅を広げていきたいです。 

 最後になりましたが、伊藤先生、中根先生、4 年間ありがとうございました。先生方に教えてもら

えて本当に良かったです。 

 

 

 

 



四日市南高校 普通科 （K・Rくん 大木中学校卒業） 

 私は後輩に伝えたいことが 1 つあります。それは宿題をさぼらないことです。私は 1・2 年の時、

宿題をさぼる習慣がついてしまいました。当時の私は「3 年生になってから頑張ればいいやろ」と

思っていました。しかし、3 年生になって 1・2 年生の問題を解こうとしてもまったくわかりませんで

した。だから、すごく苦労や後悔をしました。こういう経験をしたくなかったら宿題をさぼっている人

は少しずつ改善しましょう。 

 次は受験勉強においてすべきことを紹介します。それは歴史の年表を覚えることです。高専・県

立・私立高校に必ずと言って良いほど、年号順に並びかえる問題が1問は出ます。私は、過去問を

解いていて年号順の問題が苦手で間違えることがよくありました。しかし、入試本番では全ての年

号順の問題で正解できました。その勉強方法は、iワークの最後のページにある年表を就寝前と起

床後に毎日確認することです。これから受験を迎える後輩たちはぜひ今からやってみてください。 

 ところで、私の受験当日の話をしたいと思います。テストが始まる 3 分前くらいからはすごく緊張

します。もし、後輩のみんなもこうなったら目をつぶって大きく深呼吸をしてみてください。私は心の

中で「オネストで頑張ってきたんや！行くぞ！」と意気込んで自信満々にテストに挑みました。まだ受

験までは長いですが頑張ってください！ 

 最後に伊藤先生・中根先生、本当にありがとうございました。先生方に教わらなかったらこの高

校には合格できなかったと思います。本当に感謝の思いでいっぱいです。また、勉強を教えるだけ

でなく、塾に行くと安全のために外で立っていて、人としても尊敬しています。高校ではオネストに

通うことはできなくなり不安ですが、オネストで学んだコツコツ努力することの大切さを胸に頑張

ろうと思います。本当の最後になりますが、伊藤先生・中根先生、これからも健康で頑張ってくださ

い。小学生の頃から、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 



四日市南高校 普通科 （M・Hさん 白子中学校卒業） 

 私は志望校に合格することができてとても嬉しかったです。つらいことがあっても、あきらめず勉

強して良かったと思いました。 

 私が受験で大切だと思うことは、前向きな気持ちと集中力です。テスト期間とは異なり、受験勉強

は 1 年かけて勉強するため終わりが見えず、やる気が出ない時が多いと思います。そんな時に、

「勉強しよう！あきらめずに頑張ろう！」という前向きな気持ちはとても大切だと思います。前向きな

気持ちになることで勉強がはかどり、良い結果がついてくると思うからです。そして集中力です。集

中力が高い時に勉強すると、ケアレスミスが少なくなり、より多くの問題を解くことができます。逆

に、集中力が低い時は時間ばかりを気にしてしまい、ケアレスミスが多く、達成感があまりなく勉強

時間が終わってしまいます。すると、自分はこれだけしかできなかったと自分を責めてしまいます。

だから、私はこの 2 つを意識して勉強するようにしました。でも、どうしてもマイナスな気持ちになっ

たり、集中力が出なかったりする時もあると思います。そういう時は、人にマイナスな気持ちになる

原因を話したり、集中力の出やすい得意な教科を勉強すると良いと思います。 

 テスト期間では、自分に合った勉強方法を見つけられると良いと思います。聞いて覚えるのか、書

いて覚えるのかなどいろいろ行ってみると見つけられると思います。見つけることで、受験生になっ

た時に復習しやすくなります。 

 私は高校受験を通して、最後まであきらめず頑張れば夢は叶うということを学びました。E判定で

も勉強から逃げずに頑張れば、A 判定になることができます。私がそうでした。そして、自分の力で

志望校に合格したという達成感と経験を得ることができました。この経験を誇りに思って、様々なこ

とに挑戦し、最後まであきらめず頑張ろうと思います。 

 

 

 

 



四日市南高校 普通科 （K・Yくん 白子中学校卒業） 

 私は志望校になんとか合格することができて、本当に安心したのと同時に嬉しさがこみ上げてき

ました。 

 受験は本当に苦しくて長い道のりだったけれど、志望校に合格した時の喜びは忘れられません。

私は中学 3年生の初めにオネストに入塾しました。オネストではたくさんのことを学びました。伊藤

先生と中根先生はものすごく熱心に私たちに勉強を教えてくれます。宿題も大量に出してくれて、

とても大変でしたが、その宿題をきちんとこなせば、自分にとって大きな力となります。伊藤先生と

中根先生には本当に感謝してもしきれません。 

 受験生のみなさんに伝えたいことが 3つあります。1つ目は、夏休みと冬休みの長期休暇はさぼ

らずに毎日頑張って勉強するようにしましょう。夏休みと冬休みは自分の学力を大きく上げること

ができるチャンスです。夏休みにどれだけ頑張るかによって大きく変わります。私は夏休みに勉強

をさぼってしまって、とても後悔をしました。そうならないためにも受験生のみなさんには、夏休みを

さぼらず頑張ってほしいです。2つ目に伝えたいことは、オネストの自習室を積極的に利用すること

です。自習室に行けば、とても集中して勉強に取り組むことができます。私は冬休み中、朝と夜の

両方とも自習室に行って冬期講習を含め毎日 10 時間以上勉強することができました。家で集中

して勉強できない人はぜひ利用してください。 

 3つ目に伝えたいことは、試験当日はリラックスしていつも通りテストを受けることです。私は試験

当日、とても緊張して自分の実力を出し切れませんでした。そうならないために、試験当日はリラッ

クスしていつも通りのテストと同じように受けてください。 

 受験はとても苦しいけれど、自分を大きく成長させるチャンスです。自分に厳しく、一生懸命努力

して合格をつかみ取ってください。 

 

 

 

 



四日市南高校 普通科 （S・Mさん 白子中学校卒業） 

 私は、中学 3年生の 12月からオネストに入塾しました。中学 3年生のオネスト生の中でいちば

ん遅い入塾だったと思います。中学 3 年生の 12 月という中途半端な時期に入塾したのは、だん

だん自分の成績に自信が持てなくなったからでした。そのような時に、夏期講習で行ったオネスト

を思い出し、母に頼んで入塾させてもらいました。 

 オネストの夏期・冬期講習では、特に宿題が多く出されました。それらをこなすのはとても大変で

した。しかし、私はその宿題のおかげで苦手な数学や理科で「解ける」が増えたと思います。学校

で行われた最後の実力テストで、合計 202 点取れたときはとても嬉しかったです。特に自分でも

驚いたのは社会のテストの点が 10 点近く上がったことでした。私は、オネストの冬期講習で出さ

れた社会のプリント集が自分の社会の点数を上げてくれた理由だと思います。「お年玉」が増える

と聞いて必死にやったことを覚えています。とても怖かったけれど、それ以上に自分がわからないと

ころを知れて良かったと思います。量が多くて驚いたけれど、その勉強で自分の社会の点数が上

がっていくことがすごく嬉しかったです。 

 1 度、英語のテストで 100 点を取ったときに答案用紙に伊藤先生に「ＧＯＯＤ！」と書いてもらっ

たことがありました。その頃はもう追い込みの時期に入っていて、精神的にもきつかったけれど、そ

の言葉で頑張ることができました。 

 オネストに入ったことで、自分にまだ足りていなかったところや、得意なところを伸ばすことができ

ました。受験勉強中はつらくて、早く終わることばかり考えていました。入試の時はとても緊張した

けれど、先生方に言われたことを思い出して、落ち着いて取り組むことができました。オネストに入

って良かったです。オネストで学んだことを高校生活でもいかしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 



津西高校 国際科学コース （S・D くん 白子中学校卒業） 

 私は、津西高校に合格できてとても嬉しいです。最後の模試や過去問で第 1 志望のコースには

合格できない点数をとってしまいました。だから、さらに勉強したので合格することができました。 

 私は冬休みから私立高校の受験までが 1 番つらかったです。なぜなら、冬期講習や私立の過去

問などもしなければならないので、学年末テストの勉強をする時間が少なくなってしまうからです。

学校のワークをする回数が普段よりも少なくなり、副教科を勉強する時間も短くなりました。思って

いたよりも良い点数をとりましたが、学年末テストの勉強をもっと早くからやっておくべきだと思い

ました。他の勉強もしないといけないので、普段よりも早めにワークをするべきだと思います。勉強

する時間が足りなくても夜遅くまで勉強をするのではなく、次の日の朝早く起きて勉強する方が良

いと思います。なぜなら、入試は朝から始まります。朝から勉強を始めることによって、入試の時も

自分が持っている力の全てを出し切れるようになると思うからです。 

 私はみなさんに伝えたいことがあります。努力は必ず報われるということです。受験が近づくにつ

れて友だちと遊ぶことやゲームをすることなどを我慢しなければなりません。とてもつらいと思いま

すが、第 1志望に必ず合格するという気持ちを持ち続けて努力を続ければ、第 1志望に必ず合格

することができます。 

 最後に、中根先生、伊藤先生、3 年間ありがとうございました。高校生になっても教わったことを

続けていきたいです。本当にありがとうございました。 

 

 



津西高校 普通科 （D・Hくん 千代崎中学校卒業） 

 まず合格できてほっとしています。最後の模試でクラスが落ちた時は、もうだめかと思いました。

でも、最後の最後まであきらめずに合格した時は良かったと思いました。 

 今までは3年生になったら、受験勉強をしようと思っていました。しかし、受験生になってから1年

生の内申点も関係するところもあると知って、1 年生のときからの勉強が大切だと身に染みて感じ

ました。コロナ禍で例年とは違い、1 年生の終わりから 2 年生の始まりの自粛期間や自粛期間が

明けてからのオンライン授業の時に家でゲームばかりをしていて、その後のテストで順位が一気に

下がってしまい、他の人との差が開いてしまいました。そこから差を埋めることは難しく、勉強をして

いれば良かったなと思いました。 

 私は漢字や英単語ができず、いつも小テストではひどい点数をとっていました。しかし、何回も再

テストをすることで、その単語を覚えるようになりました。 

 オネストは課題が多くて大変でした。朝までかかることもあり、期限に追われていました。しかし、

私は毎回ギリギリになっても食らいつこうと思って終わらせていました。毎回大変だったけれど、自

分にはこの方法が合っていたのだと思います。 

 私は高校生活ではもっと勉強したいと思います。自己採点でもギリギリでした。内申点は他の受

験生よりも低かったので不安はありましたが、伊藤先生からのメッセージを見て、最後までやり抜く

ことができました。 

 最後に、伊藤先生、中根先生、1年間ありがとうございました。オネストじゃなかったら合格できな

かったと思います。 



神戸高校 理数科 （O・Rくん 白子中学校卒業） 

 今、志望校に合格した気持ちは、とりあえずとても安心したという感じです。神戸高校は普通科と

理数科の 2 つがあり、第 1志望を理数科で第 2志望を普通科にできるのですが、合格発表のと

きに普通科を先に見て、普通科と理数科のどちらにも受かっていないのかと思い、血の気が引きま

した。一応、理数科のところを見てみると、自分の受験番号があって本当にすごく安心しました。で

すので、当たり前だとは思うのですが、第 1志望から冷静に見る方がいいです。 

 私が志望校に合格できたのは、1 年生から定期テストで勉強してきたところにあると思っていま

す。もちろん 3 年生で気合いを入れて頑張る人もいますが、それでは 1 年生からの勉強がわかっ

ていない人は、1年生から勉強し直さなければいけないのでかなりきついし、内申点も3年生から

しかよくならないので高校受験では不利になるでしょう。 

 私が高校受験でつらかったのは、夏期講習ではなく冬期講習でもなく高校受験直前の 1 か月く

らいが個人的に一番つらかったです。私は私立高校を 2 校受けて、前期選抜を受けて、鈴鹿高専

を受けて、後期選抜を受けたのでたくさんの高校を受けました。3 年間の疲れがいきなり降りかか

ってきたような感じの上に過去問をたくさんやらなければいけないので、かなりきつかったです。そ

れに、私立や前期選抜や高専で落ちてしまうとかなり心にくると思います。でも、ずっと立ち直らな

いでいると第1志望の過去問が本当に進まないので、すぐに勉強に向けて立ち直った方がいいで

す。私は前期選抜に落ちて2、3日勉強する気が全くおきませんでした。こういうこともあるので、少

し賢そうな言い方をすると「チリも積もれば山となる」という言葉もありますので、高校受験で良い

結果を出すには、勉強を最後だけ一気にやるのではなかなか厳しいと思うので、少しずつ頑張れ

ば良いと思います。あと、オネストの 2人の先生はすごいです。 

 

 

 

 

 



神戸高校 普通科 （O・Kさん 白子中学校卒業） 

 私は、神戸高校に中学 1年生の時から行きたいなと思っていました。その思いは 3年生になって

も変わらず、行きたい学校が神戸高校以外になかったくらいです。やはり進学校に合格するために

はたくさん勉強をしなければいけないけれど、いつまでたっても切りかえることができませんでした。

だけど、受験が近づくにつれて少しずつ勉強するようになりました。模試の偏差値も安定せず、学

校のテストの点がすごく良いわけではなかったけれど、絶対にあきらめたくなかったのでコツコツ

頑張りました。 

 志望校に合格した時の気持ちは、本当に言い表すことができないくらい嬉しかったです。冬休み

に、朝から晩まで勉強していたことが報われたんだと思いました。1 つの夢が叶って涙が止まりま

せんでした。もうこれ以上の幸せはないのではないかとも思うくらいでした。合格したことも嬉しか

ったけれど、家族も一緒になって喜んでくれたことや、今まで私たちに勉強を教えてくださったオネ

ストの先生たちに恩返しができたような気がしてさらに幸せな気持ちでした。神戸高校を受けるこ

とはチャレンジだと言われてもあきらめなくて本当に良かったです。 

 受験勉強いやだなぁ、したくないなあと思っている人がたくさんいると思うけれど、結果はどうで

あれ、受験後の春休みほど楽しいものはないです。自分がしたかったことを全てすることもできるし、

友だちと遊んだり 1 日中ゴロゴロする日々は最高です。だから、頑張ってください。内申点が低い

私でも合格できたし、本番では過去問より 20点ほど高い点数を取ることもできました。だから、本

番は何が起こるかわかりません。よく「早く勉強を始めるほど良い」と言います。それはそうだけど、

私は、勉強を始める時期よりその人がどれだけ本気で取り組めるかだと思います。先生、家族、み

んなが頑張る受験生の味方です。全力を尽くして頑張ってください。 

 

 

 

 



神戸高校 普通科 （M・Sくん 白子中学校卒業） 

 僕は、勉強はやる気が大切だということをこの高校受験を通して学びました。最初は、勉強に全

然やる気がなく、どうでもいいと思っていたけれど、受験に向けて勉強をする中で勉強の大切さや

勉強の良さを知り、勉強への気持ちが高まりました。だから、もし受験などでの勉強でやる気が出

なかったとき、勉強の大切さを知ることが大切だと知りました。 

 僕が一番つらかった時期は、私立高校の入試を受け、後期の公立の入試に向けての約 1か月間

です。なぜつらかったというと、私立の入試を受けて、気持ちが一旦落ち着いてしまい、そこからま

た後期の入試に向けた勉強をしなくてはいけないのに、一旦気を抜いてしまうと、再び公立の後期

の入試に向けての気持ちを持つことが難しかったからです。だから次の大学受験では気を抜かな

いということを意識して頑張っていきたいです。でも、オネストの自習室では集中でき、勉強がはか

どり、無事に高校に受かることができたので良かったです。 

 後輩に教えたい勉強法は、勉強が得意な人や他人に聞いた勉強法でやるのではなく、「これなら

続けることができる」など自分に合った勉強法を見つけることがいいと思います。あと、自分が間

違えたテストを見直すことが大切だと思います。テストが嫌いな人などは、よくテストの点数を見る

だけでテストを見直さず、次のテストでまた同じミスをしてしまうからです。だから、テストの見直し

は本当に大切だと思います。それと宿題も同様です。宿題はやるだけでは何の成果も得られず、答

え合わせをすることにより初めて意味のあるものになるからです。そのため勉強では、見直すとい

うことが大切だということを後輩に伝えたいです。オネスト白子校は、僕みたいな勉強が嫌いな人

でも行きたい高校に受かることができるような良い塾でした。 



神戸高校 普通科 （S・Tくん 白子中学校卒業） 

 僕は、まず高校受験に合格してとても嬉しかったです。受験が終わってから僕はすぐに自己採点

をして点数を出しました。ボーダーは超えていたけれど、もしかしたら他のみんながよくできていて、

僕は落ちているのではないかと、とても不安で合格発表の日まで待ちました。ですが、合格発表を

迎えてスマホで受験番号を見た時、自分の番号が書いてあってようやく安心することができました。

本当に志望校に受かっていて嬉しかったです。とても多かった自習教室や、夏期講習や冬期講習、

嫌でも行かされた毎日の塾がためになったと思いました。しかし、僕は 1 つだけ後悔したことがあ

ります。それは、理数科を受けておけば良かったということです。僕は、周囲の神戸高校の理数科を

受ける人たちと比べると、内申点がとても低く、学力もそれほど高くなかったので、「どうせ落ちる

から受けなくてもいいだろう」と思い普通科からしか受けませんでした。ですが、成績開示に行って、

自分も試験結果を見ると、理数科にもしかしたら受かっていたんじゃないかっていうぐらいの点数

でした。受験が終わり合格していて安心していたのにとても悔しい気持ちでいっぱいになりました。

これから受験する人には、内申点は自分の自信につながるとても大事なことだということを伝えた

いです。 

 高校に行って頑張りたいことは、中学校の時にあまりできなかった勉強と部活の両立です。今ま

では、どちらかの方にしか集中できなかったので、授業中はしっかりと先生の話を聞いて、部活の

時は先輩に教えてもらいながらしっかりこなしたいです。特に勉強の面では、次の授業までに予習

をしておくことや、習ったことをしっかり復習するという習慣をつけたいなと思います。 

 志望校に合格した今、オネストで勉強を教えてくださった先生方、いつも寄り添ってくれた自分の

親にもう一度感謝したいです。 

 

 

 

 



津東高校 普通科 （Ｋ・Ｈくん 千代崎中学校卒業） 

 私が津東に合格した今の気持ちは本当に最高で合格して嬉しいという気持ちよりも、自分の今ま

での努力が無駄じゃなかった、努力が報われてよかったという気持ちの方が大きかったです。 

 高校受験でつらかったことは、今までにない勉強量です。2年生から3年生に上がった時は勉強

量が多くなった感じはなかったけれど、受験が近づくにつれて、どんどんすることが多くなり、勉強

を投げ出したくなったりました。それでも津東に合格するために頑張れたと思います。 

 私は津東高校の前期も受けましたが落ちてしまいました。たぶんこの時が一番つらかったと思い

ます。私はすぐに切り替えることができませんでした。でも、これを見ている人には終わったことはし

かたがないと思ってすぐに後期の勉強に力を入れてほしいと思っています。 

 次に私が後輩たちにすすめる勉強方法を話そうと思います。1 つ目は、わかっていないのにわか

っているふりをしないとうことです。私はこれが一番ダメだと思っています。オネストに通っていたら

先生に聞くことや友だちに聞くことができると思います。これを見て自分がそうだなと思う人がいる

なら、すぐに聞けばいいと思います。 

 2 つ目は、勉強を楽しむということです。例えば、テストに勉強したところが出たとか、数学の難問

が解けるようになったという経験をして私はどんどんモチベーションが上がって、テストの点数も上

がってきました。だから、これを読んでいる人にも勉強を楽しむ気持ちをもってほしいと思います。 

 3 つ目は、勉強するスペースを作ることです。周りの環境が悪いと集中したくてもできません。私

も定期テストの前は自習室を活用していました。 

 この 3つのことや他の卒業生を参考にして頑張ってください。 



四日市西高校 普通科 （K・Kさん 千代崎中学校卒業） 

 私は、志望校に合格することができてすごく嬉しかったし、受験を終えてからずっと不合格ではな

いかという不安でいっぱいだったので、合格がわかった時は安心しました。高校受験を通して努力

することの大切さを学びました。1年生や 2年生の頃の自分は勉強よりも部活を一生懸命に頑張

っていたので成績が伸びないままでした。3 年生になってからは、受験について真剣に考えるよう

になりました。オネストの宿題は必ず提出日までに終わらせるようにしたり、小テストではいつも満

点がとれるように勉強をして、毎日コツコツ勉強をしているうちに成績が伸びるようになりました。 

 高校受験でつらかった時期は、3 年生の冬休みでした。毎日のように冬期講習があり、課題もた

くさんあったので、勉強が嫌になったこともありました。でも、絶対に志望校に合格しようと思いな

がら勉強を一生懸命に頑張ったことで冬期講習を乗り越えることができました。そして、これまで仕

事や家事で毎日いそがしいのに塾の送り迎えをしてくれたり、受験当日には朝早く起きてお弁当

を作ってくれたり、緊張をほぐしてくれた両親には感謝の気持ちでいっぱいです。 

 高校生活では、中学校と違って勉強がもっと難しくなって大変になると思うけれど、わからない問

題は先生に聞いたりして、次の大学受験の時に困らないように毎日勉強を頑張っていきたいし、部

活でも引退の時に悔いが残らないように一生懸命取り組んでいきたいと思います。 

 最後に、伊藤先生、中根先生、3 年間ありがとうございました。丁寧にわかりやすく勉強を教えて

くださったり、受験が近づくにつれて緊張していた私に自信を持たせてくださったり、たくさん助け

られて志望校に合格す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。 

 



白子高校 普通科 （Ｏ・Ｍさん 白子中学校卒業） 

 私は勉強面で自分に対して自信がありませんでした。そのため、定期テストの前に緊張と不安で

体調を崩すことが多くありました。宿題が多く、テストの多いオネストでたくさんの問題を解けば、

自信がつくのではないかという母の勧めでオネストに通い始めました。3 年生の 2 学期から通い

始め、私が座った時と同じ高さのワークの量を渡された時は笑うしかなかったです（笑）。宿題の

量もすごく多く、追われる日々を過ごしていましたが、今となっては楽しかったなと思います。 

 私は点数が取れる取れない関係なしに暗記系の教科が好きでした。反対に自分で解いて答えを

出す数学が苦手でした。どうしても自分で解けるようになりたくて毎日塾に通っては中根先生に同

じ問題を何回も何回も聞きました。中根先生は何回同じことを聞いても嫌がらずに何度も教えてく

れました。「3 つポイントを覚えるだけだよ」と言われて「数学って覚えるものなん？」と心の中でび

っくりしたのを覚えています。 

 英語の点数が下がってきた時に伊藤先生に 1対 1で長文の解き方講座をしてもらい、次の日の

定期テストで同じ問題が出た時はすごく嬉しかったです。毎日自習室に通うようになり、先生方に

勉強以外にもたくさんのことを教えてもらいました。受験勉強は定期テストのように短期間で終わ

らず、「合格」という結果が出るまですごく苦しいけれど、楽しむことが一番だと私は思いました。塾

の仲間に勉強を教えてもらったり、自分たちを褒め合ったりしてみんなで笑い合って楽しみながら

受験生活を送ったなと感じています。 

 また、感謝を忘れないこと。私は受験当日笑顔で自信をもってテストにのぞむことができました。

自信のなかった自分が笑顔で自信をもってテストを受けられたことは先生の支え、両親の支えの

おかげです。本当にありがとうございました。高校でも頑張ります。 

 

 

 

 

 



四日市工業高校 自動車科 （Ｏ・Sくん 白子中学校卒業） 

 私は志望校に合格できてとても嬉しかったです。私はオネストに 3 年間通わせていただいていま

した。1年生や2年生の時は受験というのが視野になくて普通に勉強していました。しかし、3年生

になって本格的に受験に向けて勉強することになり、とても大変でした。夏休みの夏期講習では、

ほぼ毎日塾に通い、宿題もたくさん出てとても大変だと思いました。冬休みの冬期講習では、夏期

講習よりも気合いを入れて受験に向けて日々頑張りました。しかし、私は前期の面接と作文で志望

校に合格することができたので、5 教科で勉強したことは使いませんでした。ですが、学校の定期

テストの順位が上がり、成績も上げることができました。定期テストや成績が上がったのは、先生

方が丁寧に授業をしてくださったからです。今でも感謝しています。 

 次に、高校を受験する人たちに私が言いたいことは 3つあります。1つ目は焦らないことです。勉

強する内容は、たくさんあると思いますが、1 つ 1 つを丁寧にこなしていかないと全て中途半端に

勉強してしまって、思うような結果に繋がらないことがあるからです。オネストで出された宿題を 1

つ 1つ丁寧にすれば自分の力になります。 

 2 つ目はあきらめずに勉強をがんばることです。受験の時期になると、とても疲れてきます。です

が、志望校に合格したら楽しいことがたくさん待っているので、あきらめずにがんばってください。 

 3 つ目は睡眠時間を確保することです。そうしないと面接の内容を覚えられずに本番で焦ってし

まうかもしれないからです。 

 最後になりますが、今まで私を支えてくれた親に感謝を伝えたいと思います。オネストに3年間通

わせてくれてありがとうございました。塾の時間に間に合うようにご飯を作ってくれてとても感謝を

しています。今までいろいろと面倒をみてくれてありがとうございました。そして、これからもいろい

ろと面倒をかけると思いますが、何卒よろしくお願いします。 

 

 

 



津工業高校 電気科 （M・Sくん 白子中学校卒業） 

 私は志望校に合格したことを知り、ほっとしました。合格発表までの日が長く感じました。私がオ

ネストには1年生の夏期講習ぐらいに入りました。最初は宿題の量が多すぎてオネストをやめたい

と思う時期もありました。特に単語テストの直しが大変でした。0 点をよく取っていて、直す量が多

く、いっぱい勉強を頑張った覚えがあります。2 年生になり、志望校を下げる時はとても悔しかった

です。でも、すぐに気持ちを切りかえて勉強してきました。2 年生から自主室に行く回数が増え、親

に送り迎えをしてもらいながら過ごしていました。3 年生になり、勉強時間が増えてストレスがたま

り、親や兄弟にあたってしまうことがありました。その時にプレッシャーもありました。一番衝撃を受

けたのは 6 月ぐらいに志望校を受けるのは難しいと言われたことです。塾で受ける模試の判定も

全然上がらず悩んでいる時期がありました。その時、声をかけてくれたのが学校のクラスの友だち

でした。わからないところを教えてくれたりして勇気をもらいました。前期を受けた時、自分の中で

は一番できたと思ってうかれていました。そうしたら不合格で、後期を受けるのが怖くなりました。 

 受験でつらかった時期は 3 月に入ったぐらいでした。勉強に手がつかずゲームをしてしまってい

る時期があり、とても苦しい時期でした。でも、仲間の支えなどがあり、後期を無事に合格すること

ができました。私は、この合格は決して 1人では達成できたものではないと思っています。クラスの

仲間や学校の先生やオネストの 2人の先生たちのサポートがあっての合格だと思います。 

 私は高校では中学生の時よりも勉強を頑張っていきたいと思います。中学生の時、勉強をさぼり、

とても痛い目をみたので、それを繰り返さないようにしたいことと、中学校やオネストで学んだこと

を高校生活で過ごすときにいかし、楽しく頑張っていきたいです。2年半ありがとうございました。 



津商業高校 ビジネス科 （N・Kさん 白子中学校卒業） 

 私の高校受験はつらいこともありましたが、楽しいこともありました。受験はつらいものだと思わ

れがちだけど、楽しいこともあると伝えたいです。 

 まず、私がつらかった時期があります。それは前期で落ちた頃です。受かればラッキーくらいにし

か思わないつもりでしたが、やっぱり落ちてショックはありました。今までしたことのない面接は、家

でも学校でも塾でも練習して、学校の先生にはほめられたりもして自信は少しあったんです。多分

今までで一番全力で取り組みました。でも落ちました。前期が終わり、後期に向けて勉強しなきゃ

いけないのに心が全く変わりませんでした。これが私のつらかった時期です。 

 次に私が受験で楽しかったことです。私が楽しかったことは友だちと一緒に受験に向けて頑張っ

たことです。前期の面接練習をやったり、わからないところを聞いたり。1人だと楽しくなかったこと

でも友だちとするととても楽しいものでした。楽しかったから受験はつらいだけじゃないと思いま

す。 

 受験勉強を楽しそうにしている人は何人かいました。友だちと点数を競い合っていたりしている人

もいました。これはとても楽しそうでした。そんな人たちを見ていると、受験勉強でこんなに楽しくで

きるのはうらやましかったりしました。 

 1 人でする時は楽しくできないだろうと思う人もいると思います。それは私も思います。1 人でも

勉強を楽しめる方法なんて私が知りたいくらいです。1人でやる時はつらいかもしれませんが頑張

りましょう。でも、もしかしたらミスが減っていたりすると楽しいかもしれません。 

 私はポジティブ人間です。だからこんな考えになるのかもしれません。でも、逆にこう考えないと

つらいだけです。だから、みんなポジティブに考えて受験をしましょう。 

 

 

 

 

 



津商業高校 ビジネス科 （S・Yさん 白子中学校卒業） 

 私は高校に受かることができてすごく嬉しい気持ちになりました。受験を終えて、合格発表までは

すごく不安で、受かっていなかったらどうしようと思うくらい不安でした。ですが、受験当日まで応

援してくれた家族や友だちのおかげで合格することができました。受験の日までは 1・2 年生の自

分とは違って、問題を解けない自分にすごく腹が立ちました。前からもっとしっかり勉強しておくべ

きだったと思う日もありました。だから、毎日少しずつ勉強をして基礎を固めておくのもすごく大切

だと思いました。受験前はみんなピリピリとしていて、友だちとも話したりできない日が続いたりし

て、不仲になってしまった日もあって、すごく悩んだ時もありました。でも、受験が終わってから前み

たいに仲良くなれたので良かったです。 

 私は高校生になったら、中学校よりもしっかりと勉強を頑張っていきたいと思っています。もっと難

しくなると思うので、今までよりも多くの時間勉強して、中学校の時よりも覚えることを増やしてい

けたらいいなと思っています。高校を卒業したら専門学校に通いたいと思っています。将来の夢が

小さい頃からずっとあるので、その夢に向かって頑張りたいと思っています。だから、高校では全て

のことを両立させていきたいと思います。中学校では、勉強よりも部活をしている方が楽しかった

ので、勉強をしっかりできていませんでした。だけど、高校生になったら、部活と勉強を両立させて、

自分のしたいこととしたくないことを両立させていきたいです。 

 私が受かったのは塾のおかげです。オネストに入ってから前よりもテストの点数や順位が上がっ

たり、人との競争心ができました。学ぶこともたくさんあり、とても良い勉強になりました。わからな

いところもわかりやすく教えてもらえたからこそ、行きたかった第一志望の高校にも行くことができ

ました。第一志望に受かることができたのは周りの応援と塾のおかげなので、しっかりと卒業でき

るように 3年間頑張りたいと思います。 

 

 

 

 



津商業高校 ビジネス科 （K・Kさん 大木中学校卒業） 

 私が志望校に合格することができたのは、絶対に合格するという気持ちがあったからだと思いま

す。受験勉強をする中で、不安や焦り、マイナス思考になったこともたくさんありました。しかし、両

親が「大丈夫、絶対大丈夫。」と声をかけてくれました。そのおかげで、私は「大丈夫、絶対合格す

るんだ。」と、不安になると声に出していました。声に出すことで、自分のモチベーションを上げてい

ました。 

 中学 3 年生の頃、夏休みに入るまでは、あまり受験のことを意識していませんでした。夏期講習

が始まり、周りは一気に受験モードになりました。しかし、私は受験というものをつかめていません

でした。中学 1・2年生の頃に勉強をサボっていたので、全く基礎ができていませんでした。そのた

め、夏休みは基礎を固めることを意識して勉強をしました。基礎を固めないといけないのに、夏休

みはやっぱり友だちと遊びたい気持ちでいっぱいでした。それでも、勉強しないといけないという

気持ちもあり、つらく感じることも多かったです。前期の合格者発表後、私は後期試験に向けてより

勉強に励みました。そんなとき、前期で受かった友だちから「俺、受かったから勉強しやんくていい

から楽や。」と言われました。本人はふざけて言ったのかもしれません。それでも悔しかったです。

合格しても高校に向けて勉強するべきだと思いました。しかし、私も志望校に合格すると、夜更かし

をしたり、ゲームをしたり、勉強なんて少しもしませんでした。いざ自分が合格すると、こんなにもだ

らけてしまうものなんだと知りました。あと数週間、高校生になるまでに生活習慣を整え、簡単には

だらけてしまわないようにしたいと思います。 

 高校受験を経験して、私はもっと家族に感謝を伝えておくべきだったと後悔しています。夜遅くに

車を出してくれてありがとう。励ましてくれてありがとう。言い出したらきりがありません。これからは

伝えられなかったことを伝えていきます。 

 

 

 



津商業高校 情報システム科 （M・Sくん 鼓ヶ浦中学校卒業） 

 まず初めに志望校に合格してほっとしているというのが一番大きいです。私は夏期講習からオネ

ストに入りましたが、以前通っていたところよりも宿題が多く、自分のためになったと思います。苦

手教科を克服し、得意な教科を上達させるうえで大変なことも多々ありましたが、それを乗り越え

ていくたびに自分自身が成長できたと思います。高校に行ってもこの受験勉強で培ってきたことを

忘れずに頑張りたいです。 

 2 つ目に、合格をつかみ取れた要因として、家族や仲間のサポートがありました。車での送迎や

夜食などの支えです。また、心身のバランスや体調管理など身になって支えてくれて「ありがとう」

という思いが強いです。これからは、この感謝の気持ちを行動に表していきたいです。 

 私がおすすめする受験勉強やテスト勉強の方法は、コツコツ法と先生法です。まず最初に、コツ

コツ法についてです。これは、字の通り宿題や課題などをコツコツと勉強することです。そして、直

前にやる一夜漬けよりも毎日少しずつ勉強する方が効率が良いというデータもあります。また、私

が通っていた中学では、課題を提出ぎりぎりではなく、余裕をもって出すことによって提出点に加

点がされるそうです。それを中学 1年生の時に知り、それ以来、早め早めに物事に取り組んできま

した。 

 次に先生法です。これは、自分が先生になったつもりで、何か物に教えるようなやり方です。何か

を教えるためには自分でも理解していなければなりません。だからこそ、学んだことを覚え、理解し

て自分のものとすることが大切だと思います。 

 最後にオネストで学んだことや、効率の良い勉強の仕方などを高校生活で大いにいかしたいと

思います。 

 

 

 

 



鈴鹿高専 電気電子工学科 （O・K くん 千代崎中学校卒業） 

 私は、鈴鹿高専を受験すると決めた際にもっと頑張っておけばよかったと思うことが2つほどあり

ました。 

 1つは、1年生の時からもっと勉強しておけばよかったということです。1、2年生の時は勉強より

も部活動を意識しており、勉強と部活動の両立ができていませんでした。そのため、受験勉強で 1、

2 年生の範囲を勉強した際、聞き慣れていない単語や抜けている部分が多く見られ、復習に苦労

しました。このことを反省して、高校では後々もっと勉強すればよかったと後悔しないようにしていき

たいです。 

 もう1つは1年生の時から内申点を意識しておけばよかったということです。私は1、2年生のと

き挙手をしたり、レポートをしっかり書いていたりしていなかったので、いつも関心・意欲の観点で

の評価が低くなっていました。3年生になってからは挙手やレポートをしっかり書くようにして、内申

点は上がりました。しかし、推薦を受ける際の必要な内申は 3 年間の合計だったため、推薦のライ

ンぎりぎりになってしまいました。そのため、鈴鹿高専を推薦で受ける人の中でも内申が低いこと

もあり、他の人達よりも頑張らないといけないというプレッシャーをかなり抱えていました。そのた

め、モチベーションが下がることもありました。ただ、これも 1つの経験と考えることでモチベーショ

ンを保つことができました。実際、推薦は落ちてしまったけれど、すぐに切り替えて一般入試に向か

うことができました。ただ、一般で合格した今、内申を 1 年生の時から意識していれば、もっと余裕

をもって受験に臨むことができたのではないかと考えています。このことも反省して、高校では、授

業に積極的に取り組むようにしていきたいです。 

 高校受験での反省を活かして、1 年生の時から先を見据えて行動し、後々後悔することのないよ

うに学校生活を送っていきたいです。 

 

 

 



鈴鹿高専 電気電子工学科 （T・R くん 大木中学校卒業） 

 合格をしてまず、最後まであきらめなくて本当に良かったと思うと同時に、嬉しさが心の奥底から

込み上げてきました。自分の心が折れそうになっても、決して折れることがなかったのは伊藤先生

と中根先生が火を灯してくれたからでした。本当にありがとうございます。 

 昔の自分にはとうてい今の自分を想像することなど不可能でした。しかし、ふと勉強の楽しさに気

づいたことをきっかけに、僕は一度きりの人生をせっかくなら良いものにしようと思うことができま

した。こうした小さなきっかけを大切に、常に心の自分と向き合ってきました。そんなある日、愛用し

ていたシャーペンのクリップが折れて新しいものに買い直すと、僕の大好きな数学が急にできなく

なるという自分でも意味のわからないスランプに陥りました。そこで、前のシャーペンに戻してみる

と、まさかの数学力を取り戻すことに成功できました(笑)。それほど自分に適したシャーペンだった

のでしょうか(笑)？ 

 それはさておき、夏休み・冬休みといった長期休暇では力を発揮し、成長することのできるボーナ

スタイムです。15 時間くらい勉強して、親に止められることもありました。オネストには夏・冬の講

習テキストがあるので、それをいち早く終わらせると、自分の固めたい勉強ができるのでおすすめ

です。そして、何よりも小テスト、これは暗記力を徹底的に強くする武器となりました。個人的には

反復で頭に叩き込むことが一番。英単語は自分なりに物語を作って覚えると意味が入ってきて良

いかもしれません。何よりもいつでも自分のベストを尽くすことを意識して、悔しさを常にバネに自

分のことを信じることが大切です。時に自分を失いそうになったとしても、「いつの日かきっと良い

思い出になる日が来るから、今この瞬間を噛みしめて、この苦境をこえた自分に出会う時、新しい

未来の幕が上がる。」ということを心に焼き付け、戦場に立てば怖いことなど全くありません。 

 

 

 

 

 



鈴鹿高専 電気電子工学科 （W・A くん 大木中学校卒業） 

 私は志望校に合格することができて、とても嬉しかったし、安心しました。 

 高校受験でつらかった時期は 3 年生の冬です。毎日の受験勉強や模試で良い点が取れなかっ

た時の焦りに追われて大変でした。そんな中、支えてくれた家族に感謝しています。 

 私が後輩たちに伝えたいことは2つあります。1つ目は苦手なものでもしっかり向き合うことが大

切だということです。私はそれを受験で身をもって実感しました。私は歴史が苦手で、テストでは地

理や公民で良い点が取れても、歴史で点を落とすことがよくありました。しかし、私は歴史の勉強

を後にのばしてしまい、受験2週間前となって焦り始めました。私は、何に手をつけていいかわから

ず、一から勉強することになりました。当然、最後までしっかり勉強できずに受験に挑むことになり

ました。自己採点をして、社会の点が悪く、とても不安でした。もっと前から勉強すべきだったし、後

にのばしてしまったことをとても後悔しています。2 つ目は学校の生活態度を良くしたり、テストに

真剣に取り組むことです。私が 1年生のときは、内申のことを気にしていなくて受験に内申が関係

してくるとは知りませんでした。内申を良くするためにテストは真剣に取り組んでください。私が勧

める勉強方法は、勉強の妨げになるものは部屋に置かず、音楽なども一切聞かないで、1 人で

黙々と勉強することです。自分の好きなものと関係させて勉強することもおすすめです。 

 私が高専生になったら、日々の勉強はもちろん、いろいろな資格を取り、将来社会に貢献する仕

事に就きます。 

 オネストの 2 人の先生ありがとうございます。たくさんの宿題があり、そのため自分をさらに追い

込むことができました。私が合格することができたのは、先生たちのおかげです。本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

 



鈴鹿高専 材料工学科 （K・Nさん 千代崎中学校卒業） 

 私は中学 3 年生になっても高校受験に対する意欲がまったく無く、偏差値という意味もわからな

いまま、志望校へ合格するために勉強に励むクラスメイト達を見て、焦りを感じていました。このま

ま適当に勉強して、適当な高校に行くのだと思っていました。 

 そんな時、オネストの夏期講習へ行くことになりました。正直、初めはかなり驚きました。なぜなら、

課題やテストの量がかなり多く、おまけに適当にやっていたらお仕置きのプリントがあったからで

す。私は特に目標も無かったので、大変だし夏期講習が終わったら塾をやめてしまおうと思ってい

ました。しかし、ここで逃げたらこのまま受験そのものから逃げてしまうのではないかと思い、続ける

ことにしました。今思えばここが分岐点でした。 

 その後、日々勉強を続けるうちに志望校が決まりました。私が志望した高校の偏差値は、私の偏

差値よりもかなり高く、3 年間の内申点もあまり良いものではなかったので、学校の先生からは、

かなり難しいと言われていました。しかし、塾では否定されることもなく応援してもらえたため、迷わ

ずに突き進むことができ、無事志望校に合格することができました。 

 私がこの高校受験で学んだことはたくさんあります。その中でも特に大切だと思ったことを紹介し

ます。1 つ目は迷わないことです。毎日、今日は何の勉強をしようかと悩んでいるとたくさんの時間

を無駄にしてしまいます。だから、計画を立て、今日はここまでと決めることが大切です。2 つ目は

わからないところを残さないことです。受験で大切なのは、応用ではなく基礎です。そのため、一つ

一つのわからないをわかるに変えていくことが大切です。 

 受験は地道な耐久戦です。つらいことばかりでしたが、合格できたのは先生や両親のおかげで

す。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 



海星高校 進学特別コース （K・Yさん 白子中学校卒業） 

 まずはこの3年間ありがとうございました。自分は小学6年生の冬期講習で初めてオネストの授

業を受け、中学1年生から本格的にオネストで勉強を学ぶようになりました。自分は理系科目や社

会に対しての苦手意識が強く、オネストの模試でもなかなか良い点数を出すことができませんでし

た。しかし、自習室の環境が優れているところや、丁寧に説明してくださる先生方のおかげで学校

の定期テストで、だんだんと良い点数を安定してとれるようになりました。英検を受ける際には英

検対策をしてくださったり、入試の面接対策をしてくださったりと、自分はオネストに入ってとても良

かったなと思います。 

 冬期講習や夏期講習などの長期休みでの講習は特につらかったです。朝起きて、小テストのテ

スト勉強をして、帰って別の習い事へ行って、宿題をしました。苦手意識の強い理系科目は特に、

宿題が手につかず大変でした。でも、その時に乗り越えることができたからこそ、志望校に合格で

きたのかなと思います。自分は、初め志望校がなかなか決定せず、周りの意見に流されていました

が、自分が何をしたいのか考えたときに外国語に関わる仕事につきたいと思い、異文化に関わる

ことの多い海星高校に決めました。今、志望校に迷っている人は自分が何をしたいのか考え、自分

の意志を曲げずに決めた方がいいと思います。 

 私は志望校に合格したからこそ、今まで塾の送り迎えをしてくれた親に恩返しができるように結

果を出していきたいと思っています。高校に入学したらオネストで勉強する習慣がなくなるのが少

し心配ですが、オネストで学んだ、コツコツやってやり遂げることの大切さや、宿題をすることの大

切さを忘れずに高校生活を送りたいと思います。あらためて、伊藤先生、中根先生、何度も迷惑を

かけてしましましたが、志望校合格まで支えてくださってありがとうございました。 

 

 

 

 

 



海星高校 進学特別コース （T・Sさん 白子中学校卒業） 

 私は、どこの高校に行くか決まっていませんでした。親は神戸高校に行ってほしいと思っていたみ

たいです。でも、私はそこに行く理由がありませんでした。3年生になってから周りが自分の進路に

ついて話をしている中、私はその輪にはまだ入れませんでした。私はこのまま親が言っている神戸

高校に行くんだと思っていました。そう思うと、高校に行く意味があるのかと考えるようになり、中

間・期末テストの順位が下がっていきました。今までと同じように勉強しているはずなのに、ワーク

や塾の問題は解けているのに、テストではだめで、実力テストも得意教科の点数が下がっていて、

どうしたらいいのかわからなくなりました。そんな時、塾の学校説明会で海星高校の説明を聞き、

ここに行きたいと思いました。そこで、海星高校について調べたり、学校見学会に行って、そこで学

校推薦で行きたいと思うようになりました。担任の先生に海星高校を学校推薦で行きたいと話し

ました。しかし、それには親の承諾が絶対に必要です。学校推薦には、書類を提出しなくてはいけま

せん。それまでに話さなくてはいけないけれど、なんて言えばいいのか、私立に行ってもいいのか

と悩んで何度も先生と話し合って、なんとか親を説得して海星高校に行くことができました。それか

ら、たくさんの人に手伝ってもらいました。学校の先生には、学校推薦の作文の確認、面接の練習、

相談にのってもらいました。伊藤先生には面接で指摘いただき、より相手にわかりやすく話せるよ

うになりました。入試当日、朝から緊張していましたが、友だちと一緒に行ったことで少し安心しま

した。学校の先生や伊藤先生に見てもらったことで自信を持ってできました。 

 受験の期間、私はたくさんの人に助けてもらいました。受験で不安だった時、面接の練習、受験勉

強などで助けていただきました。みなさんも大変だと思いますが、3年後、高校を母校と呼べるよう

に頑張ってください。 

 

 

 

 

 



海星高校 進学特別コース （T・Mさん 白子中学校卒業） 

 私は志望校に合格できてとても嬉しく思います。その中でも学校推薦をもらえたことが私にとって

一番思い出に残っています。学校推薦をもらうには、成績を 35 以上とらなければいけません。私

の成績は 35 もありませんでした。そのため、とても不安で違う高校で頑張ろうと思いました。しか

し、奇跡的に学校推薦をもらうことができました。私は英検準 2 級やピアノのコンクールで賞を取

得しました。成績や部活で活躍するだけではなく、学校のこと以外でも賞などを取得し、頑張って

いることを認めてくれると今回を通して知ることができました。また、5教科の中で 1教科だけでも

好き・得意と思える教科を見つけることが大切だと分かりました。私は数学が好きで、成績は 5 で

す。5 が 1 つあるのと無いのとでは全然違うと思っています。そのため 1 つだけでも好き・得意と

思える教科を作ることが大切だと思います。 

 私は高校生になったら、中学生ではできなかったことや、海星高校だからこそできることを頑張っ

ていきたいと思います。私は将来の夢に向かって英語をもっと身につけていきたいと思っています。

また、文武両道の環境が作られているからこそできる、部活と勉強の両立を頑張っていきたいで

す。 

 将来の夢を持つことで、高校を決めやすくなるし、これから目標に向かって頑張ることができると

思います。私は3年生の2学期から将来の夢を持ち始め、夢が叶うためには、何をするべきかとい

うことがわかり始めてから高校を決めました。だから、夢を持つことでこれからの生活が変わって

いくことを学びました。 

 夏期講習や冬期講習はとても大変でしたが、毎日あきらめずに頑張ることで結果が表れることを、

塾を通して学ぶことができました。私は、受験でたくさんのことを学ぶことができ、とても嬉しく思い

ます。これからも目標を立て、何事にも挑戦し、苦しい時も悲しい時もあきらめずに頑張っていきた

いと思います。今まで支えてきてくれた両親には感謝しかないです。 

 

 

 



海星高校 進学特別コース （K・Sくん 千代崎中学校卒業） 

 僕は志望校に合格したとき、合格したという実感がありませんでした。しかし、徐々に受かったん

だなという実感がわいてきました。 

 僕が特に受験でつらかったことは生活のリズムが変わったことです。家での勉強時間が増え、学

校の授業に集中できなかったり、眠くなることもありました。また、僕は本格的に勉強を始めたのが

少し遅かったので、少し焦りを感じていました。そこで僕は早い段階から勉強を始めることが大切

だと思いました。また、自分に合った勉強法ですることが大切だと思います。僕は教科書を読んで

覚え、ノートにほとんど何も書かずに暗記などを行ってきました。しかし、これは良い方法とは言え

ず、ノートに写した方が良いかもしれません。それでも、僕はこの方法で頑張れたので、自分に合っ

た勉強法を見つけることが合格への近道だと思いました。僕を合格に導いてくれたのはオネストの

先生方のおかげだと思っています。先生方は意味のないことはしないので、言うことを聞き、合格

のために利用すると良いと思います。 

 僕が一番感謝しているのはオネストの先生方ですが、同じくらい感謝しているのは家族です。い

つも近くで支えてくれているので感謝の気持ちを忘れないように過ごすことが大切だと思いまし

た。 

 

 

 

 



海星高校 進学コース （H・Tくん 白子中学校卒業） 

 私が高校生活で頑張りたいことはとりあえず部活動を頑張りたいです。私が海星を志望した理

由の 1つは、部活動が強いというのがあって志望したので部活動をがんばりたいです。 

 私の将来の夢はバスケットボール関係の仕事につくことです。そのためにもまずはバスケットボー

ルを頑張らなければいけないと思うけれど、大学にも進学しないといけないから文武両道が大切

になってくると思いました。 

 私が家族に対して思っていることは、感謝しかないです。まず父には、自分が４年生までサッカー

をしていたけれど、そこからバスケを勧めてくれて、自分が入部してからも家の外で教えてくれたり

一緒に練習したりと、ここまで付き添ってくれた父には感謝しかないです。次に母には、裏方でバス

ケットボールの用品や部費、送り迎え、お弁当など協力してくれて感謝しかないです。ですが、バス

ケットボールだけではなく、塾の月謝や送り迎えなどもしてくれて本当に感謝でいっぱいです。これ

からも高校に入って、私立なのでお金もいっぱいいるし、バスケットボールもしようと思っているの

で、より感謝ばかりだなと思いました。 

 私が高校を合格して今の気持ちは、本当今まで部活を頑張ってきてよかったなと思いました。私

は小学校１年生から小学校４年生までサッカーをしていました。その時は好きでサッカーをしてい

たのでバスケットボールに入るなんて考えてもなかったです。ですが、バスケットボール部に入って

毎日のように外で練習していて、バスケットボールで推薦をもらえて高校に入れるので頑張ってよ

かったなと思います。今はまだ選抜にも入れていないので、高校では、この高校に入れてよかった

なと思えるように、人に合わせず自分なりに精一杯頑張っていきたいと思います。まずは高校に入

れて本当に良かったなと思いました。 

 

 

 

 

 



鈴鹿高校 探究コース （A･Sくん 白子中学校卒業） 

 私が志望校である鈴鹿高校を合格した今の気持ちの中で、一番強く思うのは感謝です。なぜな

ら、高校合格というものは自力で達成できないからです。私が合格することができたのは塾講師の

伊藤先生や中根先生、家族全員の協力があったからだと考えています。その方々への思いや感謝

の気持ちを忘れないように過ごしたいです。 

 次に高校受験を通して学んだことや得たことは、努力を継続することの大切さです。私の今まで

の塾のテストの結果は散々なもので、志望校を合格するのは自分自身とても不安でした。ですが、

テスト本番の 1か月前ほどにやっと自分のエンジンをかけることができました。すごく遅いスタート

でしたが、その分すごく勉強をしました。テスト当日はとても緊張しましたが、何とか全力を出し切る

ことができました。この経験からもっといろいろな事をたくさん学び、雑学や予備知識をたくさんつ

け、夢を追いかけたいと思いました。 

 そして、将来の夢についてです。私の将来の夢は警察官です。その夢を達成するために高校生活

では普段勉強する５教科だけでなく法律や交通マナーについても勉強したいと思っています。他に

も、返事を大きな声でしたり、挨拶を人一倍したいです。自分のことだけで精一杯になるのではな

く、周りを気づかうことのできる人間になりたいと考えています。 

 そして、最後にオネストの勉強で学んだことです。オネストでは勉強はもちろん、他にもいろいろ学

ぶことができたと感じています。例えば提出物についてで、期限を守るように気をつけました。伊藤

先生には、授業中の態度やメリハリについて学ぶことができ、中根先生からは優しさやおもしろさ

を学ぶことができました。受験に向けて、将来出ていく社会に向けてたくさんの知識をつけることが

できました。高校受験という一つのゴールに向けて支えて、育ててくれた家族にも感謝の気持ちを

忘れず、高校生活を過ごしたいです。 

 

 

 

 



鈴鹿高校 探究コース （N･Hくん 白子中学校卒業） 

 志望校に合格した今の私の気持ちは、正直達成感が無いです。私はもともと後期試験を受ける

ために勉強していたので、高校が私立に決まった時は本当に達成感が無かったです。でも、行きた

い高校に行けることが決まってとても嬉しいです。 

 高校受験を通して学んだことや得たことは何かを続けることの難しさです。そもそも私は勉強が

嫌いなのでテスト週間もしっかり勉強していませんでした。だから、高校受験になってほぼ毎日勉

強するようになったのはとてもつらかったし、大変でした。何よりもつらかったのは、本当に自分が

行きたい学校を親に言えなかったことです。私は最終的には親に言えたのですが、もしあのまま親

に行きたい学校のことを言えていなかったら、本当に自分の行きたい学校には行けず、必ず後悔し

ていたと思います。自分の思っていることや意見を言うのは怖かったけど、勇気を出して親に話し

た結果、自分の行きたい高校に行けるようになったので頑張って言ってよかったなと思いました。 

これまで自分を支えてくれた家族には本当に感謝しています。 

 私から後輩におすすめするテスト勉強の方法は、1 か月くらい前からワークを進めるということで

す。自分は短期間に詰め込むことができなかったので 1 か月前からワークを進めて終わらせるよ

うにしていました。テスト週間になったら自分のペースでワークをもう 1 周したら 90 位くらいはと

れると思います。いろいろな人がいるから、このやり方が合う人もいれば、合わない人もいます。だ

から、自分に合った勉強方法を中学３年間で見つけて、受験勉強や高校生活にいかしてほしいな

と思います。 

 オネスト本当にいい塾でした。最後の最後まで自分たちに寄り添ってくれました。オネストに入っ

たおかげで鈴鹿高校にも受かったと思います。オネストで学んだことを高校生活にいかしていきた

いと思います。 

 

 

 

 



高田高校 Ⅰ類 （M･Kくん 大木中学校卒業） 

 志望校である高田高校に合格した今は、嬉しいです。 

 高校受験を通して学んだことは、僕は受験生になるまで勉強をあまりしてこなかったので、とても

過酷な1年でした。高校受験でつらかったことは塾の夏期講習や冬期講習です。1年生や2年生

にも夏期講習や冬期講習はありましたが、3 年生の講習はいつもよりスケジュールがハードでとて

もつらかった覚えがあります。でも、夏期講習や冬期講習で確実に学力がついたと思います。 

 これまで支えてくれた家族に対しての思いは、お金の面でもサポートしてくれたし、高校について

僕と一緒に調べてくれたりして感謝しかありません。 

 これから受験をむかえる後輩にすすめる勉強法は、休憩をしっかりとること、休憩をとりすぎない

こと、勉強が行きづまったら Youtubeなどを使って勉強すると快適に勉強できると思います。 

 僕は今、将来映像制作に関係する職業につきたいと考えているので、指定校推薦で映像に関係

する大学・専門学校に進学しようと考えています。指定校推薦をもらうために、日々の学校生活で

勉強や生活態度を良くするように、気をつけていきたいです。また、高校生になったら小学生の時

にしていたサッカーにもう一度チャレンジしてみようと考えています。 

 オネストの勉強で学んだことはたくさんありました。その中でも特に役に立ったり、これからの人

生でも役に立つだろうと思うことは、宿題や課題を丁寧にすることです。正直、僕は 1年生や 2 年

生のときは、期限までに宿題を出せばいいと思っていて、宿題を汚い字でやったり、答えを見てや

っていました。しかし、3 年生になり、受験生であるということを自覚し、宿題を丁寧にすると確実に

学力がついていきました。他にも、宿題だけに限った話ではありませんが、課題などは余裕をもっ

てしておくことが大切だと思います。本当にたくさんのことを学びました。 




