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ご協力頂いた皆さん

氏名 進学先

U.R君 東北大学 工学部 建築社会環境工学科

S.T君 東京学芸大学 教育学部 初等保健体育専修

M.R君 慶應義塾大学 理工学部 学門B

K.S君 慶応義塾大学 理工学部 学門B

N.Sさん 工学院大学 建築学部 建築デザイン学科

I.T君 青山学院大学 理工学部 物理・数理学科

M.T君 中央大学 商学部 経営学科



東北大学工学部 U.R君
１．進路・志望校を決めた時期や方法
高校1年生のときに参加した東京大学との高大連携プロジェクトというものに参加し、災害発生後の生活用水の確保につい

て研究しました。そこから防災の研究に興味を持つようになり、学校の卒業論文でも渋谷区の避難所についての研究をしまし
た。これらの経験から大学でも防災についての研究がしたいと強く感じるようになり、東日本大震災からの復興に尽力し、防
災関係の研究室を多く所有する東北大学を第一志望にしました。また将来の進路がある程度決まっていること・その進路の分
野について高校時代に研究した実績があることからAO試験もチャンスがあるんじゃないかと感じ高2の夏にはAO入試も受ける
ことを決意していました。

２．各教科のお薦め勉強法・工夫したこと・失敗談
【 数 学 】
問題を解いた時の感触でA〜Eの5段階に難易度を分類していました。またその横に解いた日付もメモしました。
A→記述も解答も完璧、もう二度とやり直さなくて良いレベル
B→答えは求められているが記述に若干不十分なところあり
C→答えまではたどり着けていないが5割ほどは解けている
D→手をつけられないほどではないがあまり進まない。30％程度の解答
E→手が付けられないレベル

このような感じでランク分けして問題集を回していました。復習する時はCよりしたのランクのものを優先的に扱うようにし
ていました。この方法のいいところは1回目といたときにDやEだったものが少し経った後にもう一度解くと、BやCレベルまで
解けるようになっていたりしていて自分の成長を感じやすくなるところです。
《おすすめ教材》
「新数学スタンダード演習」（東京出版）です。理由としては、各分野の重要な問題がコンパクトにまとめられているとこ

ろやレイアウトが好きだからです。



東北大学工学部 U.R君
【 物 理 】
入試物理の多くの問題は同じような設定のものが多く、難しく感じる問題も基本的なパターンを組み合わせただけのものが

多いように感じます。なので高2や高3の時から難しい問題集に手を出すのではなく基本的な部分を確実に抑えていくことが大
切なのかなと思います。
【 化 学 】
化学については最後まで得意にはなれなかったのでアドバイスはできませんが『重要問題集』はやっぱりお勧めです。

【 英 語 】
単語帳は早めの時期に始めましょう！！！『鉄壁』が好きです。他のやつやったことないので比較はできませんが、、、。
僕は高2の冬に始めたせいで最後まで単語に足を引っ張られました。
長文も夏くらいまで全然読めませんでしたが夏休みにほぼ毎日中堅以上の国立大学の過去問を1、2問やっていたらある程度

はできるようになりました。自分が読みやすいように記号の振り方を決めると解きやすくなると思います。

３．塾の活用法
高2の夏前までは数学の勉強のペースメーカーとして利用していました。普段は部活に文化祭の本部役員、学校外の活動など

忙しかったのでフェイマスでの授業と宿題で数学だけは定期的に勉強する習慣ができていたのは良かったと感じています。
高2の夏以降は本格的に受験モードになっていったので苦手な英語と化学は東進に入塾しましたが数学はそのままフェイマス

の福嶋先生の授業のみで受験に挑みました。毎回の授業がテストゼミのような形で点数が出るのが刺激的でした。
最終的に３人の超少人数クラスでしたが質問をすることや別解の提案をすることが容易にできる雰囲気でとても楽しかった

です。また受験直前期は志願理由書や面接の対策も手伝っていただき本当に感謝しています。ありがとうございました。

４．部活との両立
陸上部に所属していました。専門は800mで都大会には出場できるけど都大会で活躍するほどではないといったレベルの選手

でした。練習は週３日で15：30〜18：30だったので緩い方なのかなと思います。引退は高3の５月でした。両立する上で工夫し
ていたことは（大したことじゃありませんが）部活で疲れていている時こそ塾の自習室にいって教室が閉まる時間までは勉強
することです。人間なんて意思が弱いのが当たり前なので部活でヘトヘトで家なんか帰ったら寝ちゃうに決まってます。それ
なら家に帰らずに塾で勉強してから帰ればいいだけです。そして罪悪感なしで沢山寝ましょう。



東北大学工学部 U.R君
５．苦手克服法
時間をかけて丁寧にやること。これに限る気がします。実際僕も数学が一気に伸びるようになったのは復習を丁寧に前述の

方法でやるようにしてから半年後のことでした。そうしてだんだん「解ける」という体験が増えてくると「苦手・嫌い」とい
う科目に対するイメージが「面白い・好き」というものに変わっていくような気がします。
こうなったらもうそれは苦手科目ではないはずです。

６．受験勉強で苦しかったこと、またそれをどう乗り越えたか
時間をかけても成績がついてこなくて自分の勉強法に自信が持てなくなった時期がありました。そんな時は先生に相談する

のが1番です。基本的に気楽な性格なのであんまり悩むようなことはありませんでした。

７．後輩へのメッセージ
高2以下の方は机上の勉強以外の体験も沢山してみると思わぬところで自分が大学で勉強したいことが見つかるかもしれませ

ん。志望校・学びたいことがはっきりするとやる気倍増です。でも数学と英語だけは早い時期からやっておくのが身のためだ
と今は思います。

福嶋より
中３から４年間、通塾してくれました。中３の頃からしばらくはあまりパッとしな

い成績だったですが『継続は力なり』です。本格的に成績が伸びたのは高３から。
AO入試での合格でしたが、東北大オープン模試などでも合格圏内だったため余力を

残していた感じでした。素晴らしい結果、おめでとうございます。
災害対策に興味があるということで、ぜひ活躍してほしいと思います。



東京学芸大学 教育学部 S.T君
１．進路・志望校を決めた時期や方法
高2の初旬には教育系に進みたいとなんとなく決めていた。はじめは横浜国立大学を志望していたが高2の夏には学芸大学に

魅力を感じて志望校に決定をした。
私大は3つのランクに分けて志望校を選択した。この選び方をしたおかげで全て不合格になることはないと自信をもって受験

をすることができた。センター利用で私大の合格が取れ気持ちが楽になった。

２．各教科のお薦め勉強法・工夫したこと・失敗談
【 数 学 】

Z会のセンター問題集はとても良かった。何周かするとより多くのことが身についた気がした。
とりあえず多くの問題を解くより理解が大事な教科だなと感じました。

【 理 科 】
生物基礎は個人的には最も点数が上がりやすい教科だと思う。ほぼ暗記科目なので何回かやれば8割は普通に取れます。
化学基礎は私は簡単に点が上がらなかったので一つずつ弱点を減らしていくのが良いと思います。
どちらも教科もリードライトノートがお勧めです。

【 英 語 】
英語は長文読解力はとても重要だと思う。センター試験でも長文の配点は高かったので長文で高得点を取れれば8割9割は取

れると思った。共通テストではより読解力が大事になるから多くの長文と触れ合って練習することが大事。
文法はもともと苦手で改善をしようと文法書を二つ掛け持ちして使っていた時期は点数が上がらなかった。
一つの参考書を仕上げることを優先すべきだと思う。高2のうちに文法を終わらせておくと高3で楽になる。



東京学芸大学 教育学部 S.T君
３．塾の活用法
短い時間で数学の点数を上げるために通った。国公立文系の人は多くの時間を数学に割くことが難しいと思うので、短い時

間でも結果を出しやすい授業をしてくれて適切な課題も出してくれて本当にありがたかった。

４．部活との両立
部活はやっていなかったけれど、クラブチームでテニスをしていた。部活より忙しい生活を送っていたのではないかなと思

う。18〜21時までは毎日練習で週末は試合に出ていたので両立には苦労した。効果があったのは朝型生活。5時ぐらいに起きて
勉強をしてから学校に行くようにしていた。学習時間が０の日を作らないように意識づけていた。
当然だけど学校の授業を大事にすることは勉強時間を確保するためにも重要。学校の授業から得るものも大きい。

５．苦手克服法
苦手だからと言って逃げないことが一番かもしれない。苦手教科は受験期にとても心配になるから少しでも克服して受験を

迎えるようにしたほうが良い。
苦手を克服するには模試を活用するのが良いと思う。単元ごとの点数が出るので苦手な箇所を見つけやすい。解説を見て復

習をするだけでも良い勉強になる。闇雲に勉強するよりどこが苦手か詳しく知ることを先にした方がいい。

６．受験勉強で苦しかったこと、またそれをどう乗り越えたか
夏休みが一番苦しかった。学校があるうちは友達に会えて気持ちが楽になった気がします。自分はなかったけれど、模試で

判定が良くならないのは一番つらいと多くの周りの人が言っていた。ただ、最後まで粘って早慶に合格している人もいたから
自分は判定で決めつけない方がいいと思いました。
受験期に一つ合格を取ると安心してもういいやって思い始めるのでその誘惑に負けないことが大切。



東京学芸大学 教育学部 S.T君

担当・菊池より
高2の最後から1年間、センター試験対策で通ってくれました。
いつも挨拶がはきはきと元気いっぱいでこちらも元気をもらっていました。
テニスが忙しい中でも課題を忘れることはなく、テストができないときは悔しがり、

その後はそれを乗り越えようといつも前向きに頑張っていましたね。
あなたならきっと皆に慕われる素敵な先生になれると信じています。
夢に向けて頑張ってください！

７．後輩へのメッセージ
「失敗を減らすこと」が成功への近道だと思う。自分は入試本番でもマークミスで私立大学を落としている

ので気を付けてください。後は自分を信じて頑張るだけだから受験期は頑張って！



慶應義塾大学理工学部 M.R君
１．進路・志望校を決めた時期や方法
小・中学校受験で慶應に不合格だったので、大学受験でリベンジするため中１から慶應を目指してきた。

２．各教科のお薦め勉強法・工夫したこと・失敗談
【 数 学 】
「体系数学」などの教科書をしっかり学習することが重要であると思う。高２の終わりごろから、模試の成績が伸び悩んで

いたので、高２の3月から高３の夏にかけて、数Ⅰ〜数Ⅲまでの「教科書」をすべてやり直した。難しい問題を解くよりも
「チャート式」などの基本問題・定義などを確実に身に付けることが重要だと思った。

【 物 理 】
学校の授業では単元説明の後、すぐに入試問題などの難問を扱うことが多くなかなか点数に結びつかなかった。

「物理のエッセンス」で基本事項を学び、「良問の風」を利用して問題演習というのを繰り返すことが重要だと感じた。

【 化 学 】
理論分野がなかなか固まらず苦労した。無機・有機分野は、少し経つとすぐ忘れてしまうのでとても苦労した。

【 英 語 】
英単語・英熟語は学校の行き帰りの電車でやっていた。特に「英熟語ターゲット」にはスマホアプリ「ターゲットの友」を

利用しゲーム感覚で学ぶことができた。
文法は、８月までは学校で利用していた文法問題集を単元ごとに繰り返し解き、9月から単元関係なしにランダムになってい

る問題集や、実際の入試問題が解けると嬉しいので色々な大学の過去問の文法分野の大問のみを解くというのを繰り返してい
た。また、過去問を解くと発音・アクセントが出題されている大学も多いと思った。
長文は、学校の授業のほか「やっておきたい英語長文」を週1で進めていた。問題を解く前に設問を読んでおく、スラッシュ

を入れながら読んでみたりすると解きやすくなった。



慶應義塾大学理工学部 M.R君
３．塾の活用法
高２・３では数学週２、物理週１で通塾し、夜10時まで利用できる自習室はとても役立った。
グループ数学では、教科書やチャート式などの問題集演習を行い、個別数学では教科書や問題集演習加え、学校でのわから

ない問題について質問してもどんな問題でもわかりやすく指導していただいた。
グループ物理では、公式についてもなぜそうなるか基本から親身に指導していただき、休み時間でも質問対応していただい

た。

４．部活との両立
ボクシング部。高2秋ごろまで。

５．苦手克服法
【数学】
教科書に載っている、定理・定義や公式などの基本事項の理解が不足しているときは、見直しをするようにしていた。
典型問題では解法パターンを何度も繰り返し解いて覚える。

６．受験勉強で苦しかったこと、またそれをどう乗り越えたか
【推薦】
評定平均をキープする必要があったため定期試験と模試の両立に苦労し、高2の終わりごろから高3の1学期まで勉強している

のになかなか模試の成績が上がらずつらかった。
推薦志望理由書等の作成時なかなかうまく作成できずにいましたが、福嶋先生に細かく丁寧に何度も添削していただき、と

ても感謝しております。



慶應義塾大学理工学部 M.R君
７．後輩へのメッセージ
学校や模試の成績がなかなか伸びずに悩むようなときでも、あきらめず精進し続ければ努力は裏切らないと思います。
目標に向かって頑張ってください。なかなか集中できないときはコンビニや書店に行ってみたり昼寝したりして気分を変え

てみてください。

福嶋より
フェイマスアカデミー設立当初の中１から６年間、信頼して通塾してくれました。
高２の頃からやや成績が停滞し焦りもありましたが、努力が実り、無事指定校推薦

を取れました。おめでとうございます。
自習室利用時間は間違いなく全塾生ナンバーワン、かつ授業にもまじめに真剣に取

り組み、宿題忘れ等も特別な理由のない限り、６年間で（私の記憶では）ゼロに近い
と思います。
誰よりも早く終わった入試の後も誰よりも長く（２月いっぱいまで）「一般入試で

合格した人に負けないように」と頑張る姿が印象的でした。
今後の活躍を期待しています。



慶應義塾大学理工学部 K.S君
１．進路・志望校を決めた時期や方法
高1の秋に進路を考え始め、様々な本を読み、自分の興味のある分野を見つけてそれについて調べる日々でした。高２の夏

には東工大を第一志望にしようと決め、最後まで変えませんでした。

２．各教科のお薦め勉強法・工夫したこと・失敗談
【 数 学 】
学校も塾も復習中心でした。単に量をこなすだけでなく、考え方・解法を整理・分類しながら問題を解くようにしました。
・お薦め参考書・問題集⇒「青チャート」「１対１対応の演習」「新数学スタンダード演習」「微積分基礎の極意」

【 理 科 】
東京理科大の過去問は自分の知識量の確認のためにもぴったりだと思いました。
・お薦め参考書・問題集⇒「有機化学演習」（駿台）/「化学の新研究」

【 英 語 】
長文は「毎日必ず」１つは読みましょう。その際、志望校に関係なく色々な大学のものを選ぶとよいです。

３．塾の活用法
学校では宿題がほとんど出なかったので、フェイマスの宿題をしっかりやりました。量をたくさん出してくれたので力に

なったと思います。

４．部活との両立
パソコン部でした。どちらかというと息抜きという感じでした。

５．苦手克服法
物理が苦手でしたが問題数をこなして克服しました。



慶應義塾大学理工学部 K.S君
６．受験勉強で苦しかったこと、またそれをどう乗り越えたか
高３の後半、思うように成績が伸びない時期があり不安の種でしたが、受験と関係ない話を友達とするなどして不安を取り

除いていました。思いつめずにうまく気分転換をするのがいいと思います。

７．後輩へのメッセージ
模試の合格判定は頼れません。東京理科大はA判定が続いていましたが、３学科受けて、１勝２敗でした。
逆にD判定だった慶應は一般入試で正規合格でした。模試の判定にはあまり一喜一憂せずに頑張ってください。

福嶋より
高１から３年間、通塾してくれました。
最初の２年間はうなぎのぼりに成績が向上し、東工大も有望だったのですが最後に

少し行き詰ってしまいました。センター試験では数学2科目とも9割以上、数学の実力
は間違いなくトップクラスでしたが、教科間バランスが課題でしたね。
しかし最終的には慶応義塾大学に合格ということで、立派な結果です！
おめでとうございます。
これからの活躍を祈っております。



工学院大学建築学部 N.Sさん
１．進路・志望校を決めた時期や方法
高２の夏に多くの大学のオープンキャンパスに行き建築学を学びたいと考え進路を決めた。

志望校は、当時の学力レベルでは数Ⅲが厳しいと思ったので数Ⅲが必要ない建築学科に絞った。

２．各教科のお薦め勉強法・工夫したこと・失敗談
【 数 学 】
「カルキュール」（駿台）：基礎固めのために１周した。
「青チャート」：例題と練習問題の全体を３周して、間違えたところは５〜６周やった。福嶋先生がプリント形式にしてく

れたのでとてもやりやすくなって助かった。入試期間、当日の朝もやっていた。先生からもらった番号表に○×をつけながら
進めたのでヤル気につながった。

【 物 理 】
「物理のエッセンス」：センター前までに２周やったがもっと前から何度もやっておけばよかったと思う。
「良問の風」：センター後に主に使った。２月に短期間で２〜３周やれたのはよかった。問題番号のところに解いた日付を

書いて１週間以内には復習するようにした。

【 英 語 】
「レベル別問題集２〜４」（東進）：文法は何度もやった。長文は１度読んだ後に何度も音読するとよい。短期間でできる

ので問題集が長続きしない人にはお薦め。
「ポラリス長文」：音読のやり方まで丁寧に書いてありとても使いやすかった。
英語は最後まで伸び悩んだが、それだけに英検をとっておいたのが入試で役に立ち安心感につながった。



工学院大学建築学部 N.Sさん
３．塾の活用法
【数学】高１の冬から１年間グループ授業を受講したが途中で個別に転向し福嶋先生のご指導のもと志望校に即した内容を徹
底的に繰り返した。
【物理・英語】高２の冬から東進で基礎固めをしたはずだったか伸び悩んだ。福嶋先生に相談したうえ高３の５月からフェイ
マスの個別を追加して苦手箇所を強化した。

４．部活との両立
ソフトボール部の部長をつとめ、高２の冬に引退した。この時期にグループ授業を受講していたが周りのペースに追いつけ

ず、宿題と予復習が不十分になったことを反省している。

５．苦手克服法
英語：福嶋先生から教えて頂いた「同じ100個の単語を１週間毎日繰り返しインプットする方法」を実践した。単語を覚える

と長文が読めるようになった。

６．受験勉強で苦しかったこと、またそれをどう乗り越えたか
模試で成績が伸びなかったことや入試の前半戦で結果が出せなかったことはとても不安で苦しかったが、先生とともにたて

た計画通り、目の前の課題を着実にこなすことで不安を解消した。

７．後輩へのメッセージ
センター試験が終わってから解ける問題が格段に増えたことを実感した。最後まであきらめければ、必ず最後の最後まで実

力は伸びるので、あきらめず、全力を出し切ってください。



工学院大学建築学部 N.Sさん
福嶋より
高１から３年間通ってくれました。
最終的には英・数・物の３講座の個別受講でした（数・英＝福嶋／物理＝飯泉）。
とにかくまじめ・真剣・一生懸命という感じで、自習室もとてもよく活用してくれ

ました。質問もたくさんきてくれました。
私立入試は前半戦でとても苦戦し「この子がどこにも合格できなかったらどう責任

を取ればいいのか」と私も悩みましたが、最後の最後でほぼ第一志望の大学に合格で
きて本当によかったですね。同じ大学を7回目の受験で合格、あきらめないことの大切
さを私も改めて学びました。
夢の一級建築士になるべく、ぜひ頑張ってください。
努力家のあなたなら必ずなれます！



青山学院大学理工学部 I.T君
１．進路・志望校を決めた時期や方法
大学は、青山学院に対する「かっこいい」というイメージで志望校にしました（笑）。
高２のころ、フェイマスの飯泉先生のおかげで物理の成績が伸び、物理学科への進学に興味を持つようになりました。

２．各教科のお薦め勉強法・工夫したこと・失敗談
【 数 学 】
青チャートを中心に勉強しました。ノートは後から見返したときに解き方がしっかりわかるようにきれいに書きました。
【 物 理 】
「物理のエッセンス」は良く読むことが大切です。「良問の風」も役立ちました。

【 英 語 】
苦手教科でしたが、毎日コツコツやるようになってからは、少し成績が伸びました。

３．塾の活用法
高１まで早稲アカに通っていましたが成績が伸び悩んでいたのでフェイマスアカデミーに塾を変えました。グループで物理

と数学を受講しましたが、少人数なので常に細かいアドバイスがもらえたため勉強の習慣がついたのと、基礎力が身についた
と思います。自習にも友達とよく通いました。

４．部活との両立
高２冬までサッカー部でした。部活後の授業はつらかったですが、運動部の人は忍耐力が高いため、引退してからが強いの

ではないでしょうか。



青山学院大学理工学部 I.T君
５．苦手克服法
とにかく不明点は先生に質問しました。宿題もサボらずやり続ければ成績は安定してきます。

６．受験勉強で苦しかったこと、またそれをどう乗り越えたか
指定校推薦を狙っていたため全教科の成績を上昇させる必要があり苦労しました。
塾をうまく活用できたと思います。
福嶋先生にも、推薦の小論文や志願理由書の添削を何度もしてもらい、とても助かりました。

７．後輩へのメッセージ
英語は大事なので優先して勉強してください。
自分は英語の勉強を怠っていたためとても苦しみました。

「ミスしたあとの対処を誤るな」とは私の通っていた高校の偉い先生がいつもおっしゃっていた言葉です。大事です。

福嶋より
高２から２年間通ってくれました。
当初の成績は厳しい状態でしたが、とにかく学校の成績を安定させるという明確な

目標のもと、最終的には力を余しての推薦合格、立派でした。
模試成績が振るわないときなど不安もありましたが、最終的には小論文や志願理由

書にも自分の研究したいことをしっかり書けており成長を実感しました。今後の活躍
を期待しています。



中央大学商学部 M.T君
１．進路・志望校を決めた時期や方法
高１あたりから目指すなら最高峰の大学にして常に焦るような状況を作り出して自分を追い込むようにしようと思い、第一

志望を一橋大学商学部に決めました。オープンキャンパスに行った時に留学制度が充実していることが分かったのが決め手と
なりました。学部に関しては以前から海外でいろいろな経験をしたいと思っており、仕事としていくのが現実的だと思ったの
で商学部にしました。

２．各教科のお薦め勉強法・工夫したこと・失敗談
【 数 学 】
最後まで苦手だったですが、時間と労力は1番かけたつもりです。高2にもっと本気になって基礎固めをすべきだったと思い

ました。高2でセンター試験対策用の緑チャートをやった時期がありましたが、この時期は４STEPや黄チャートをひたすらやる
べきだったと思いました。

【 理 科 】
基礎科目しかやっていませんが、化学基礎と生物基礎は一つの問題集を苦手分野を直前にやることと日々の学校の授業とテ

ストを大切にすれば文系では問題はないと思います。

【 英 語 】
この科目は単語・文法・長文読解の三拍子がそろわないとなかなか伸びない教科だと思います。高2のうちに単語・文法のセ

ンターレベルの学習を終えてから長文を解くことをオススメします。自分は高2のセンター同日模試で8割取れるまでレベルが
上がったので高3からは他の教科にかなり時間を回すことができました。



中央大学商学部 M.T君
３．塾の活用法
数学は全てフェイマスアカデミーに、他の教科は東進に任せていました。東進とフェイマスは近くにあるので数学の質問が

あるときはよく利用させていただきました。学校では、身近に大学受験に精通しているような先生がいなかったため、進路相
談をする場として活用させていただきました。

４．部活との両立
陸上部に所属していて高3の7月下旬に引退しました。陸上部は土日に大会や記録会が多く高3の前期は休日が少なく勉強時間

を確保することが大変でした。部活をすることでメリハリがつき、部活後の勉強は集中できていたので部活に関しては後悔は
全くしていません。

５．苦手克服法
苦手だと思うことから逃げないことだと思います。苦手だと感じるのであれば早めに真剣にとらえて対策を打つことです。

自分も早く真剣に苦手を克服しようと努力をしていれば状況は違っただろうと思います。

６．受験勉強で苦しかったこと、またそれをどう乗り越えたか
ずっと勉強をしているとやらないといけないとわかっていても飽きてしまうことが多々ありました。

そういうときは大学のプロモーションビデオや旅の動画などを見て自分の将来を想像し「こういうことするために今勉強をす
るんだ」と言い聞かせて勉強をしていました。

７．後輩へのメッセージ
あなたは今、どうして一生懸命勉強をしているのですか？勉強がつらくなったときはそれを思い出してください。活力にな

ると思います。思いつかない人は休憩がてら考えてみてください。つらいときに目標がないと頑張れないと思います。進学後
の将来を想像することは意外と楽しいものです。ぜひやってみてください。



中央大学商学部 M.T君
担当・菊池より
高１から3年間通ってくれました。
文系ということもあり、他教科や部活と時間のバランスを取りながら数学の勉強を

することに苦労していましたが、最後まで弱音を吐くことなく頑張ってくれました。
惜しくもセンター試験での失敗により国立には届きませんでしたが、最後まであき

らめず頑張って、無事現役で大学進学を叶えることができました。
質問があるときは先延ばしせずに、すぐ教室まで来てくれたことがとても印象に

残っています。
これからは今まで想像してきた自分の将来像を一つずつかなえていってください。
M.T.君の行動力と意志の強さなら、きっと全て叶うでしょう。


