№1
宮崎西高校普通科推薦合格 F・D 君
本人 僕は、志望校に合格したいという気持ちだけでこの塾に入りました。受験が終わってみると
改めて良い選択だったと思います。塾長をはじめとする先生方には、とても感謝をしています。この
塾に入塾してから、最初は厳しいと言われていた志望校に合格できたのは苦手な単元も優しく丁寧に
指導してくださったお陰です。また自習スペースも充実しているので、家で集中できない人は塾で勉
強することをお勧めします。
母より

息子は、中学 1 年生の夏休みからお世話になりました。学校で入っていた部活は朝練もあり

ましたので、塾の翌日は流石に朝がきつそうでしたがそれでも 3 年間頑張れた事は、本人の自信にな
ったようです。時には厳しく時には優しく励ましてくれた先生、苦しい時期を一緒に乗り越えてくれ
た友人には感謝しかありません。本当にありがとうございました。

本人

宮崎西高校普通科推薦合格 M・S 君
僕は、定期テストの結果が悪かったため成績を上げようと中学 1 年生の夏期講習から通ってい

ます。塾では毎回テストがあり合格するまで受けることで成績向上につながりました。中学 3 年にな
ると授業時間が増え、たくさん問題を解くことにより苦手な教科がなくなってきて希望の高校に合格で
き本当に嬉しかったです。
母より 中学 1 年生の最初のテストで英語が全く理解できていない事がわかりました。
「塾に行く！」と自ら決断し、中学 1 年生の夏期講習から入塾しました。夏期講習後のテスト結果を
見て、解らないことが理解できている。とすぐに実感しました。あの時早めに決断して入塾し、こつこ
つ積み重ね努力したことで、希望する高校合格に繋がったのだと思います。苦手な教科にも力を入れご
指導いただき有難うございました。

宮崎西高校普通科推薦合格

N・S

本人 僕は、中学一年生の冬から塾に通い始めました。入塾の時、塾長から言われたことは、「反復
学習」でした。いくら勉強しても繰り返し学習しなければ、なかなか成果が出ないということです。
長友塾の先生方は、とても熱心で理解できるまで何度も教えてくださいました。苦手教科には補習を
入れてサポートをして頂きました。先生方は常に寄り添って下さり僕にとってとても心強かったで
す。「先生方へ恩返しをするんだ」と強い思いで受験勉強に取り組みました。
「受験勉強はきつかっ
た」でもそのつらい壁を乗り越えた先に大きな喜びや「志望校合格」という目標を達成することがで
きました。先生方の手厚いご指導に感謝の気持ちでいっぱいです。長友塾の塾生で本当に良かったで
す。

母より 長友塾には、長女が中学 3 年生から高校卒業までお世話になり高校受験・大学受験を無事
に終えました。長女の事もあり息子も迷わず長友塾にお願いしました。先生方はとにかく熱心なご指
導で心身になって子供と向き合って下さいました。お陰様で、子供の「やる気」を引き出していただ
き、勉強に取り組む姿勢が変わっていくのを感じました。この春、息子は無事に志望校に合格するこ
とができました。ご指導して下さった先生方に心より感謝申し上げます。

№2
宮崎西高校普通科推薦合格

Ｎ・Ｍ

本人 私は、中学 2 年の夏休みから塾に通いだしました。夏期講習は、統一テストの過去問を解いた
り、単語を覚えたりなど家では勉強しない事ができました。自習室で勉強することができて、宿題を
集中して終わらせることができました。3 年生の夏休みは、自転車で通いました。片道 1 時間くらい
かかりましたが、頑張って毎日行きました。そのおかげで体力もつき、インフルエンザにもかかりま
せんでした。学力も上がり地区実力テストでは、良い結果を取ることも出来ました。入試本番の前々
日、塾で対策をして頂き自信をつけることができ、本番の日は友達もいて落ち着いて受けることがで
きました。結果合格することが出来ましたが、満点を取ることはできませんでした。これからも気を
引き締めて勉強と向き合い、クラス選別テストに向けて努力したいです。
母より 中学 2 年から塾に行き始めました。娘の方から塾に行きたいと言ってきて、自分の方から何
かしたいという事がなかったので直ぐに入塾させて頂きました。娘の性格上、コツコツと塾の課題等
を勉強するのが合っているようでした。校内テスト・実力テスト・統一テストにおいても努力が結果
に繋がっていました。たまに「塾休みたいな」という日もありましたが、ほとんど休まず 3 年時から
は季節講習は、自転車で片道 10 キロの道のりを頑張って通ってくれた事は、とても素晴らしいと思
います。中学 1 年時から志望校を決めこの度合格することが出来ました。先生方には大変お世話にな
りました。ありがとうございます。

宮崎南校普通科推薦合格 Ｋ・Ｎ
本人 私は、入塾してたくさんの自分のためになるいい経験をさせてもらいました。まず一つ目は成
績です。私は、塾に入って半年もたっていませんが、約 7 ヶ月で 100 点近く点数を伸ばすことがで
きました。先生たちの教え方がとても上手で凄くわかりやすかったです。そして二つ目は、少しずつ
自分に自信が持てるようになったことです。最初は、皆についていけるか心配だったけど、今ではテ
ストをした時に皆の中で一番いい点数の時もあり、点数もどんどん上がっていき、このままの調子で
受験を受ければ大丈夫だという自信がつきました。このようなことは全部塾に入ったおかげです。そ
して無事志望校に合格できました。今まで本当にありがとうございました。
母より 娘が長友塾に入塾したのは 8 月中旬でした。周りより取り掛かりが遅れ、親子共々不安を抱
えていましたが、快く入塾を受けてくださり大変ありがたく思った事を今でも覚えています。最初は
たくさんの課題をこなすことに必死で「きつい」と弱音を吐いていた娘ですが、次第に勉強がわかっ
ていく手ごたえと点数が上がっていく喜びを感じられるようになり、学習に対して意欲的な姿勢が見
られるようになっていきました
入塾してからの娘の変化には親の私たちもびっくりさせられました。お陰様で宮崎南校への推薦が決
まりこの度無事内定を頂くことができました。本人の頑張りはもちろんですが、長友塾の先生方の熱
心なご指導あってこそと心から感謝しております。本当にありがとうございました。

№3

宮崎西高校普通科推薦合格 Ｎ・T
本人 私が受験通して学んだことは、一つ一つの内容を丁寧に身につけることの大切さです。長
友塾では、基礎から応用まで何度も繰り返し教えて下さるので、確実に身に付けることができま
した。特に私が学力の伸びを感じているのは、数学です。テキストや過去問を解く中で解るまで

解説して下さり基礎的な問題だけでなく応用問題まで解けるようになりました。また、冬期講習
や、集中ゼミで過去問や予想問題をたくさん解いたことで受験の時の自信につながりました。私
が勉強に力を入れ始めたのは 3 年生になってからだったので、もう遅いと思っていました。しか
し、塾に入って塾のみんなと互いに刺激しあいながら勉強することで学力を伸ばすことができま
した。高校生になっても諦めずに努力し続けたいです。

宮崎学園高校特進科合格 Ｔ・Ｎ
本人 僕は、中学 3 年の 5 月に入塾しました。初めはあまり慣れていない勉強が急に増えたの
でとても大変でした。しかし、1 ヶ月もたつと、塾の勉強に慣れてきて暗記力や集中力が伸び
ました。そして何よりも入塾してから 3 ヶ月後、点数が 100 点近く上がりました。受験当日
緊張もしましたが、自信が必ず合格するんだという強い思いに変わり無事合格することが出来
ました。僕が合格できたのは、これまで熱心に勉強を教えて下さった、塾長や他の先生方のお
かげです。これまで本当にありがとうございました。
母より 長男が中学 3 年の 4 月、市外からの引っ越しに伴い宮崎市の高校を受験することにな
り塾に相談させて頂きました。とても親身に、そして現実的なアドバイスをいただき、入塾を
決意しました。当時、希望していた高校にはとても及ばない学力で、慣れない勉強に必死で取
り組む毎日でしたが、少しずつ家でも勉強する習慣がついてきました。成績が思うように伸び
ず悩んだ時期もありましたが、先生方の熱心なご指導のおかげで、本人の希望する高校に合格
出来ました。塾長の「これで終わりではなくこれからがスタート」という言葉を胸に親子共々
頑張って参りたいと思います。大変お世話になり本当にありがとうございました。

宮崎西高校普通科合格 H・M
本人 私は、1 年生の時から宮崎西高校を目指していました。ですが現実は厳しく学校の三者面
談では、何度も難しいと言われていました。私の弱点の一つは数学力だと思います。塾で受けた
過去問も数学が特に悪く伸び悩んでいました。ですが先生方が夜遅くまでサポートして下さり、
本番では今まで解けなかった問題が解け自分自身の成長を実感することができました。この様な
先生方のサポートがなければ難しいと言われていた宮崎西高校に合格することはできなかっただ
ろうと思います。また、数学だけではなく他の教科も入塾前と比べるととても点数が上がってい
て塾での成果を日々感じることができました。約 2 年間支えてくれた長友塾にはとても感謝して
います。有難うございました。

№4

宮崎西高校普通合格 N・K
本人 私は、中学 2 年生の夏に妹の友達の勧めで長友塾に入りました。しかし、入ってすぐに入
院してしまい、また、退院後も部活が忙しくなかなか塾にいけない日々が続きました。ですが、み
んなとの遅れを取り戻すために先生方の空いている時間に呼んでもらい勉強しました。宿題や毎回

ある単語テストをとおして段々と身につけていきます。中学 3 年生になってからもできるように
なるまで呼んで特別レッスンをしたり色々なサポートがありました。そのおかげで合格できたと思
います。本当にありがとうございました。

宮崎西高校普通科合格 T・H
本人 僕は、約二年間長友塾にお世話になりました。入塾したての頃は、毎日の小テストが本当
に辛かったげど、合格という切符を手に入れるためにはやり遂げないといけないことなので必死
に取り組みました。そして、受験生になった頃、二年生の時とは違い毎日塾にこもって全力で勉
強するようになりました。結果、最初は悪かった統一テストの判定もよくなっていきました。本
当に冬休みからの追い込みはきつかったですが努力の成果もあり無事合格することができまし
た。親や学校や塾の先生には感謝の気持ちでいっぱいです。これで大きな壁を一つ乗り越えたと
思うとほっとした気持ちになりました。でもあくまで高校合格というのは人生の中の通過点なの
で、高校に入学してからも今まで通り必死で勉強を頑張ります！
母より 約 2 年間、大変お世話になりました。決められた時間外でも先生方は、熱しに子供が理
解するまで教えてくださいました。夜遅くまでご指導いただき感謝しかありません。面談でも、
弱点を指摘していただきアドバイスをくださったお陰で、より力を入れて弱点強化に励むことが
できました。後半は、毎日のように自主的に通いつめ自習室をお借りし、解らないことは教えて
頂き決して自宅では集中力は続かず、はかどらず成績も上がらなかったと思います。3 年から成
績がぐんぐん上がり合格できたのも、指導熱心な先生方のおかげと本人をやる気にさせて頂いた
塾の環境のおかげです。本当にありがとうございました。

宮崎西高校普通科合格 T・R
本人 僕は、1 年生の夏ごろから宮崎西高校にいくために勉強を始めましたが、3 年生の夏休み前ま
で思うように点数が伸びずあきらめかけていました。しかし、3 年の夏期講習後の実力テストで点数
が一気に伸びてその後からは 1 度も点数を落とさず入試に臨めたことが合格につながったのかな
と思います。これまで勉強を教えてくれた先生方に感謝しています。本当にありがとうございまし
た。しかし、今年の合格発表はホームページだったのでちょっと残念でした。
母より 部活動を引退し、抜け殻になるのではと心配していましたが、持ち前の負けん気の強さと志
望校を目指し切磋琢磨しながら頑張ってきた仲間、そして何より息子の性格を見抜き熱心なご指導
をしてくださった先生方のお力で「合格」を頂くことができました。なかなか思うような結果が出せ
ず、勉強に身が入らない日々もありました。そんな時は、先生方が面談を入れ、緩んだ気持ちに渇を
入れ、励まし息子の気持ちを軌道修正してくださいました。「この塾なら」「この先生方なら」必ず志
望校合格へ導いて下さると信じていましたので息子をお任せすることに何の不安もありませんでし
た。兄の時同様最後まで手厚いご指導本当にありがとうございました。

№5
宮崎西高校普通科合格 S・N
本人 昨日からすごくドキドキしていて、夜も眠れませんでした。今日になり朝ホームページを開こ
うとしても開かず、ずっとドキドキしていました。母が中学校に電話をして先生から「おめでとうご
ざいます！」と言われ、とても嬉しく家族で喜びました。最後の実力テストで特に国語が悪く自信も
正直なくなっていました。でも松村先生に言われたことを信じて入試本番に臨むと国語のテストがス
ムーズに解け、今までのテストの中で一番解けたテストになりました。また、毎日毎日 11 時まで塾
に残り、しんどい時もありましたが「絶対合格する！」という思いで毎日頑張り、その成果が実った
と思います。毎日頑張ってきて本当に良かったです。1 年生の頃から志望校に合格するため塾に通っ
ていて本当に良かったと思います。本当にありがとうございました。
母より 今日、3 月 18 日。いよいよ、合格発表の日です。コロナウイルス感染症防止のためホーム
ページでの発表でした。9 時から公表できるとの事で、9 時ちょうどアクセスしましたが全く開けず
1 時間経っても見られず、やきもきしていました。10 時 15 分以降であれば中学校で確認できると
のことでしたので、15 分になり中学校へ電話を。しかし、今度は電話が繋がらず、１０数回掛けて
やっと繋がり、名前を言って確認してもらい学年主任の先生から「おめでとうございます！」と言わ
れ思わず涙が溢れてきました。本当に本当に、頑張っている姿を傍らで見ていたので心から良かった
と安堵しました。長友塾の塾長先生を始め、諸先生方には本当に熱心にご指導して頂き心から感謝し
ております。合格という報告ができ本人も私も心から嬉しく思います。兄の時から本当にお世話にな
りました。有難うございました。

宮崎西高校普通科合格 N・H
本人 僕は、中学 1 年生の時に長友塾に入塾しました。初めはついていくのがやっとで、何度も
めげそうになりました。3 年生になり明確に志望校が決まりあっという間に夏期講習が始まりまし
た。1・2 年の時とは比にならない程に授業時間が長く最初は驚きました。しかし同じ志望校の仲
間と自習室に残ったりして苦しいけど楽しい日々でした。夏期講習が終わるとあっという間に冬が
過ぎ、入試当日になりました。自らの力を最大限に発揮することができました。そして、合格発表
当日僕は、見事に合格することができました。これまでの頑張りが報われた嬉しさと、周りの支え
て下さった人たちへの感謝の気持ちが一気にこみあげてきました。長友塾の先生方には感謝の気持
ちでいっぱいです。3 年間手厚いご指導有難うございました。
母より 中学 1 年生の春から長友塾にお世話になりました。最初のテストの結果が思わしくなか
ったのですが、入塾後すぐに成績が上がりびっくりしたのを覚えています。ハードな部活との両
立、また本人の意欲にも波があり思春期の息子をどう導けばよいのか？親として大変悩みました
が、塾長はじめ講師の皆様がたくさん相談に乗ってくださり、熱心にご指導くださり、無事に志望
校に合格することができました。沢山の時間を割いて、根気強くご指導くださった先生方に心から
感謝します。本当にありがとうございました。

№6
宮崎西高校普通科合格 Ｈ・Ｒ
本人 私は、小学校の頃から塾に通っていて西高合格を目標に今まで頑張ってきました。しかし、最初
の地区実力テストは、２８９点ととても西高に合格できる点数ではありませんでした。でも、塾で頑張っ
た結果私の得意な英語も伸ばしつつ苦手な数学を克服し、見事第 1 希望の西高に合格することが出
来ました！夏期講習や冬期講習、直前ゼミなど休みを返上してまで指導して下さった先生方には本
当に感謝しかありません。ありがとうございました。塾の力がなかったら私が合格することは考えら
れませんでした。しかし、塾長がおっしゃっていた通り高校受験がゴールではありません。あくまでスタ
ートなのです。私は、今高校入学準備講座を受講しています。高校入学への不安が少し和らいでいま
す。将来の夢に向って羽ばたけるようにこれからも頑張ります。
母より 長友塾と我が家の歴史は長く、12～13 年になります。3 人の子供は全員長友塾に通い、見事
第一志望合格を勝ち取る事ができました。塾長を始め先生方は親切丁寧で、急な居残りにも親身に対
応して頂き毎回頭の下がる思いでした。そのかいあって娘の成績は右肩上がりで統一テストでは、ＡＡ
を多くとるようになりました。しかし、地区実力テストで伸び悩み、なかなか安定しませんでした。レギ
ュラー以外でも塾に行き、土日も塾。心身共に疲れ果て何度も心が折れそうになりましたが、駐車場
で他の親御さんの車を見ると私だけじゃないんだと励まされる日々でした。今回私立は 2 校受験しま
した。2 校とも併願にも関わらず特待をもらいました。その結果を胸に自信を持って西高に臨むことが
できました。最高の結果を残せて感謝しております。ありがとうございました。高校数学も頑張ります。

宮崎西高校普通科合格 Ｋ・Ｋ
本人 僕は、三者面談で中学校の先生から志望校の合格は難しいと言われました。大学で日本史を
学ぶために進学率が高い西高に行きたいと思っていたので頑張って合格したいと思っていました。
中 3 の夏休みから入塾し 5 教科を受講しました。理科や数学の公式や英単語や重要年号などを覚
え、ワークの問題を多く解きました。塾を含め平日は 2 時間～4 時間。休日は 6 時間～１０時間勉強し
ました。受験直前には自分の苦手な理科や数学の特訓をしてくださいました。受験が終わった後とり
あえずやることはやったと達成感がありました。それでも合格発表までは不安でした。自分の受験
番号を合格発表で確認した時、とても嬉しかったです。また、最後まで諦めないで頑張ることができ
たので良かったです。

