
　私は羅針盤ゼミナールに来るまでは日本史については代ゼミと

河合塾の実況中継を使って勉強していたのですが、全然慶應レ

ベルでなく途方に暮れていたのですが、北條先生が作って下さるプ

リントを見てその見やすさと内容の細かさに驚きました。初めは毎

年使い回しているものだと思っていたら、生徒と受験校に合わせて

作り直したり改訂していることを知って、それにもまた驚いたし、ここ

まで生徒一人一人を丁寧に面倒見てくれる塾はなかなかないじゃ

ないかと思います。少人数制で生徒が多くないため、先生と話す

時間が沢山あって色々な事を教えてもらえました。また、ふだんは

1対1の授業ですが、講習などで小学生や中学生などと時間が重

なったときは、一緒に授業を受けているような感じでとても楽しかっ

たです。難しいことをやっているのに難しいと思わせない所が先生の

教え方のすごいところです。

 私は高3の夏休み後に再入塾しました。日本史だけの受講とい

う形で始めたのですが、他の科目の質問にもたくさん答えていただ

けて大きな支えとなりました。日本史の授業では流れや時代背景

などを中心にした面白くてかつ分かりやすい説明でした。入塾前の

模試では30点に満たないような点数でしたが、センター本番では

96点を取ることができました。センター前にセンター演習を塾でたく

さんやったおかげだと思っています。私大入試でも、流れを意識す

る習慣がついたおかげで、正文・誤文選択の問題も正答率が上

がりました。センターも、私大入試も、塾で出る所を教えてくれて、

それを覚えたから成功できたと思います。羅針盤ゼミナールに入っ

たから、約半年でここまで来れたのだと思います。
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■羅針盤ゼミナールで学んで ■羅針盤ゼミナールで学んで

　毎回授業が終わった後に、大学の話やその日の授業の内容か

ら派生した色々な話をしてくれる時間が楽しかったです。受験で必

要な知識だけでなく多くの事を学ぶことができました。

　夏休みの頃までは、浪人したらどうしようなどと悩んだことがあった

のですが、北條先生と色々な話をしている中で大学がゴールでは

ないし、重く捉えすぎることでもないと考えられるようになりました。

先生からは焦って勉強のペースを崩してモチベーションや体調を崩

したら元も子もないし、みんな同じような不安を抱えながらやってい

るから、極めて平常運転と言われてから、憑き物が取れたようにす

ごく安心できました。あと、3巡目4巡目の復習に入る1月から2月

にかけてが一番伸びるというお言葉、正に金言でした‼

 北條先生は、とても親しみやすくて質問もしやすかったです。授業

中も、問題が解けると褒めてくださいました。それが自信となりやる

気につながりました。入試制度も先生はたくさん知っていて、私は

あまり知識がなかったのでそういう所でも助けていただきました。本

番が近づいて来ても、ピリピリすることなく、いつも通り授業をしてく

ださったので、集中して授業を受けられました。帰り際には、励まし

の言葉や大学生活についてのお話をしてくださったので楽しかった

です。良い意味で緊張がなくなってそのまま本番に臨むことができ

ました。このように精神面でのサポートも私にとって大きな力につな

がりました。

■後輩へのメッセージ ■後輩へのメッセージ

　私は元々頭が良かったわけではないし、高校の成績も良くなかっ

たけど、中学校の時から慶應に行きたいと思い続けていました。そ

の結果として、自分の意志で慶應の学部別対策をしている羅針

盤ゼミナールの北条塾に出会い、そして通い、慶應に通いたいとい

う思いをより強く持てるぐらい、たくさんの知識と自信を与えてもらえ

ました。人生の節目節目には必ず自分の将来に大きな影響を与

える人に出会えると聞きますが、まさしく私にとってそれです。結果

として、慶應文学部合格という夢を叶えることができました。

　自分の行きたい学校に強いこだわりを持っていればきっと合格す

ることができると思います。目標に向けてコツコツ頑張って下さい‼

 私は夏前までは部活漬けで全然勉強していませんでした。日本

史に関しては知識がゼロに近い状態でした。正直、間に合うと思

わなかったです。でも北條先生の指示（魔法のような効果があり

ます）通りに勉強を続け、第一志望校を諦めたくないという気持

ちを強く持って必死に勉強しました。基礎がないと授業レベルを下

げさせてしまい、効果が半減してしまいます。これは私が授業を通

して実感したことです。私も家では基礎は何度も繰り返して勉強

しました。勉強すると私が口に出さなくても先生は「かなりやってい

るね。」と分かってくださいます。英検や漢検は受験生になるまでに

とっておいたほうがいいです。暗記系のアドバイスとしては、資料集

などに書き込みをしたり何か印象づけながら覚えると頭に入りやす

いです。頑張ってください。
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■羅針盤ゼミナールで学んで

　自分は世田谷からの通塾だったので往復3時間の旅だった。自

分は現役ではなく、三度目の正直に賭けて去年の4月にこの塾の

門を叩いた。初めのうちは授業の質の高さに驚き、また、自分の

浅さに恥ずかしさを覚えながら、ただただ聞く事、見る事の全てを

吸収しようと必死だった。

　北条先生は今までに出会った先生の中でも断とつに博学で、分

かり易く、かつ面白可笑しく口語調で説明してくれるので思考しな

がら体系的に知識を整理することができた。この点だけでも自分の

高校や現役の頃から通っている予備校が、詰め込み式の暗記に

重きを置いているので、断然に優れていると実証している。自分は

文系人なのでこの塾にフィットしたのだろう。

　私はらしんばんの日本史の授業がすごいと思います。羅針盤ゼ

ミナールに入塾するまでは、日本史は好きでありながらも勉強の仕

方が分からず、定期テストでも納得いく点数が取れませんでした。

北條先生の授業はとても詳しくて、分かりやすく、一つの物事を

様々な角度・視点から話してくださり、そのうえ歴史の小話なども

聞けて、楽しく充実した勉強時間を過ごすことができました。

　日本史専門講座の北条塾を受講して、いきなり最初の定期テ

ストで96点を取ることができ、小テストでも毎回高得点を取れるよ

うになりました。そして日本史が私の大きな得点源になり、学年順

位が高2のときは下のほうでしたが、高3の1学期に1位を取ること

ができ、たった1枠しかない青山学院大学の指定校推薦枠を取

ることができました。

■先生や授業の思い出（印象に残ったこと）

 答えられない歴史上の事柄はないのではないかと思うほど、何を

質問しても瞬時に解説してくれて、説明する際の語彙や展開力

に、ただただ感動していた。自分は頭の回転が遅いので同じ質問

を何度もしてしまい、前の予備校では先生に呆れられ講師室を

出禁となってしまったが、北条先生は何度でも答えてくれて有り難

かった。

　北條先生は、テストの結果が良い時も悪い時も、いつも褒めてく

れて、とても嬉しかったです。受験期間の精神的にきつい時期も、

他人と比べない事と自分に合った勉強スタイルを維持すればいい

んだよと支えてもらえて心が救われました。

　私は得点源となる教科がなかったために、この塾に通っていな

かったら大学には行けなかったと思います。得点源を作ることは受

験を勝ち抜くうえで本当に大事なんだとなと実感しています。

　塾に通った2年間は全てが思い出です。よい塾、よい先生に恵

まれてよかったです。北條先生には感謝しかありません。

　自分は要領の悪い人間なので現役で合格できなかったのだけ

ど、この塾に入って学部別に思考や記述の型を切り替える指導を

受けて偏差値も得点もみるみる上がった。難関な大学ほど効果を

発揮するので、逃げ出さずに学び通せば必ず志望校に合格させ

てもらえるはず。

　正直、自分の家の近くに合って欲しいと何度思ったことか。それぐ

らい凄い先生に教わっている奇跡に感謝して勉強を頑張って欲し

い。自分の失敗は現役時代を自己流でやってしまったことが大き

い。自分はそれを訂正して正しいやり方を上書きする時間が1年

しかなかったが、みんなは沢山時間があるので羨ましい。自分と同

じ失敗をしないことを願っている。

　

 Knowledge is power.

　私と同じように推薦入試を考えている人は、学校の小テスト、定

期テスト、提出物にとにかく命を懸けてください（笑）　行きたい

学部に関わるボランティアや留学の経験も十分なアピールポイント

になります。そこで何を得たのかが重要です。その辺、何をしたらよ

いかは塾でしっかり教えていただけます。

　私は高2からだったので、わずか2年間しか北條先生の指導を

受けられませんでしたが、皆さんはまだまだたくさん時間がありま

す。先生が話してくださる事は、一つ一つに大切な意味が含まれ

ています。ですから聞き逃さないようにしっかりとノートにメモを残し

て置くことをお勧めします。

　北條先生に国語や英語や日本史を教えてもらえる事は皆さん

にとって大きな財産だと思います。勉強って正直楽しくないなっと投

げ出したくなる時もあるかもしれませんが、先生も力になってくれる

のできっと乗り越えられると思います。頑張ってください。

■羅針盤ゼミナールで学んで
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■後輩へのメッセージ■後輩へのメッセージ

　私は自宅学習期間になってからの約2カ月間、ほとんど家から出

ることがなかったので、週2回の授業や、授業前後の雑談が楽し

みでした。受験直前期になっても先生はそれまでと変わらず雑談

を交えながら授業をしてくれていたので、変に焦ったり緊張せずに

本番を迎えることができてよかったと思っています。

■後輩へのメッセージ
■後輩へのメッセージ

　私は受験を通して、重要なのは学力だけではないと改めて実感

しました。受験校と併願校を決定する際の戦略も結果に大きく影

響すると思います。私の場合は併願校に通うことになっても納得で

きないと思ったので本命の山形大だけを受験するという極端な選

択をしました。推薦を使おうというのは先生の助言の賜物です。決

してこの受験法を勧めるわけではないですが、学校の先生や親に

アドバイスされた通りにするのではなく、自分に合う形を見つけ、も

し見つけられなければ最善の方法を一緒に探してくれて、背中を

押してくれる北條先生に頼っていいと思います。自分に合う形を見

つけることで、自分の受験に覚悟と責任を持つことができると思い

ます。

　今、中学生やこれから高校生になる人は高1の間に目いっぱい

部活などを楽しんでください。高2から本気で勉強しないと間に合

わなくなってしまうかもしれません。これは私の反省です(笑)

　私は高校2年生で文転したため、文系教科のすべてが遅れてい

ました。自分で勉強するにも、どうしたら良いのか分からず、混乱し

ていました。しかし、この塾に通い始め、約2年間、現代文・日本

史・英語を指導していただいた結果、偏差値がぐんぐん上がり、苦

手だった英語の長文や文法でも、いつの間にか点数が取れるよう

になっていました。

　また、小論文や面接の指導も、授業外でたくさんしていただきま

した。志望校合格は、羅針盤ゼミナールと北條先生なしには語れ

ません。本当にありがとうございました。幼稚園教諭を目指して私

も頑張ります。先生もお身体を大切にして頑張ってください。

　今勉強していることは決して無駄にはなりません。一番それを強

く感じるのは高校3年生の夏です。自分の将来の夢に近づくため

には、塾で出された課題などを丁寧にすることです。成績が上がら

ないと自分に自信がもてず、何度も泣いてしまうことがあると思いま

す。そういう時こそ、私たちのことをしっかりと見て分析し、支えてくだ

さる北條先生を頼ったら良いと思います。きっと笑わせてくれながら

も今やるべきことなどを具体的に示してくださるはずです。

　目標や取り組まなければいけないことから目を背けずに、一生懸

命努力すれば私のように出遅れた人間でも、第一志望の大学に

合格できます。諦めず頑張ってください。

■羅針盤ゼミナールで学んで ■羅針盤ゼミナールで学んで

　私が羅針盤ゼミナール(北条塾)に通い始めたのは高3の6月頃

とかなり遅かったのですが、半年ちょっとの間で沢山のことを学ぶこと

ができました。受験勉強をしている中で色々思い悩んだりしている

うちに受験に対する考え方が変わり、精神も鍛えられました。

　受験に失敗したらどうしようという不安が募り、集中力を欠いた

時期がありましたが、北條先生に大学受験はゴールではないし、

社会に出てからのほうがよほど大変で、回り道をした人間や挫折

を知っている人間のほうが大成するという話をしていただき、ふっと

気持ちが楽になり、集中力を取り戻すことができました。

　ゼロから指導していただいた小論文も自分でもびっくりするくらい

筋道立てて書けるようになりました。これも鍛えられた成果だと思っ

ています。

■先生や授業の思い出（印象に残ったこと） ■先生や授業の思い出（印象に残ったこと）

　北條先生はどんな質問でも答えてくれるほど頭が良く、真剣で、

すごく温かくて、ずっと授業を受けていたいと思いました。授業の前

にやっていただいた小テストは、点を取るとシールがもらえ、先生に

褒めてもらえることもモチベーションにつながりました。もと学校の先

生だった北條先生から、教育者になるために知っておくべきことや、

文章を書くときに気をつけなければいけないことなど多くのことを学

ぶことができました。

　約2年間、たくさん補習をして頂き、テスト勉強も受験勉強も人

生相談など、お世話になりました。塾の卒業はとても寂しいです。

次に会ったときに「成長したな」と言って頂けるように頑張ります。



 　私がらしんばんに入ったのは勉強に不安を感じた中2の夏でし

た。どう勉強すればいいのか分からなかった私は、塾に通い私に一

番あったやり方を見つける事ができました。そのおかげで吹奏楽部

と生徒会との両立も上手くでき、絶対に無理だと思っていた翠嵐

高校に入ることができました。

　高校3年間もらしんばんに通い、部活と勉強を両立できるよう支

えていただきました。センター試験が近づくにつれ、不安は大きくな

り、消えることはありませんでしたが、そんな時、先生方と話をして

いると、不安が和らぎました。さらに課題も与えてくれ、私もそれを

こなそうと一生懸命になることができたので、センター試験も、前期

日程も、私大入試も、それぞれ満足いく得点が取れました。5年

間ご指導いただき、ありがとうございました。

　私は、小5の時に進学塾らしんばんに入塾した。当時、学校以

外で勉強することは全くなく、最初は授業についていけるか不安

だったが、授業の質が高く、勉強の楽しさを教えて頂いたことを覚

えている。私立の勉強を始めた頃は嫌になるほどの問題が課せら

れ、なかなかペンが走らなかったが、先生の丁寧な解説のお陰で

全部終わったときはとても嬉しかった。

　高校部でも夏の10時間特訓や正月特訓などを受け、文系教

科を中心に満点、若しくはそれに準じる点数を取れるようになり、

実力がついてきたことを実感した。

　今こうして横国の合格を喜びあえるのも、この塾の支えがあって

のこと。約7年間ありがとう、らしんばん。

　らしんばん愛について語ろうと思いましたが、千の言葉では足りな

いので、万の言葉を用いようと試みたところ、字数オーバーだとダメ

出しされたので諦めてらしんばんライフについて語ります。僕のらし

んばんライフは２年間だけでした。と、いうのは塾ができたのが２年

前だからです。らしんばんで僕は英語と社会・理科が伸びました。

最初の定期テストで50点しか取れなかった社会も、マニアックな

授業を通して、定期テストや会場模試で90点台を取れるまでに

成長しました。「成長」…、まさにこの言葉が僕のこの２年間を表

しています。

　私立高校入試では、羅針盤で培った圧倒的な社会・理科の

得点力で無事合格することができました。圧倒的な得点源がある

というのは、受験当日に想像以上の自信と精神的なゆとりを与え

てくれるものだと実感しました。内申があればもっと余裕のある受験

ができたのかもしれませんが、これは高校での反省とします。遊び

たい気持ちはありますが、高校は最初の中間テストが大事だと聞

きましたので、もう少し勉強を頑張ります。

　僕がラシンバンに入ったのは中３の夏で、入塾テストはとてもひど

い点数でした。しかし、夏期講習や通常授業などの様々なラシン

バンでの学習を通して、徐々に点数が上がっていきました。そし

て、今、第一志望の高校に前期選抜で合格することができまし

た。僕が合格できた理由の一つに、ラシンバンが社会・理科に重

きを置いた指導であることが挙げられます。実際の入試でも、社会

と理科の点数のおかげで合格できたと自分では思っています。

　それと、もう一つの大きな理由があります。それは、ラシンバンとい

う塾のアットホームなところです。合格を目指す仲間とそれを支え

てくれる先生の関係のおかげで、受験直前でも大きな緊張をせず

に本番に挑むことができました。最後に、僕が幕張総合高校に前

期選抜で合格できたのは、ラシンバンという塾に出会えたからで

す。これからも感謝しつつ、高校生活を楽しんでいきたいと思いま

す。

■らしんばんに通って ■らしんばんに通って

　私は中学生の頃からこの塾の世話になっている。当時も今も、

授業の質の高さと先生の情熱は変わらない。どの科目も自分のレ

ベルアップに繋がったが、この塾の日本史授業とオリジナル教材の

数々は通っていた予備校のそれを凌駕していた。その結果、日本

史の偏差値が秋よりもぐっと伸び、12月模試では日本史順位が

堂々の全国１位となり、センター試験と前期日程において最強の

武器となった。

　自宅の階下に教室があったこともあり、夜遅くまで補習をしても

らったり、自習したりできました。自分は理数の人間なので、数学

と化学を中心に受講しました。苦手な化学を丁寧に教えて頂き、

いつの間にか化学ギライが消えていました。そして、早めの過去問

対策のおかげで応用力が急激に伸びてきただけでなく、直前に時

間的・精神的なゆとりができ、不安なく本番を迎えることができまし

た。

　私がらしんばんに通い始めたのは、塾ができた中学２年生の春

期講習からです。それ以前にも塾には行っていましたが、高校受

験を考えたときにだめだと思い、らしんばんにしました。

もともと私には高い点数を取れる安定した教科がありませんでし

た。しかし、この塾では社会や理科に力を入れているため、この２

科目を中心に高得点が取れるようになり、得点や内申が安定す

るようになりました。また、高校受験のためだけではなく、大学受験

も視野に入れた解説を行ってくださるので、知識をより多く学ぶこと

ができました。

　定期テストや英検・漢検などの対策も、膨大な時間と量をかけ

て行うので、苦手な教科でも70点以下を取ったことはありません

でした。たくさんの教材をそろえているため、色々な問題を解くこと

ができ、目的や用途にあった勉強がここではできると思います。そし

て、高校を選ぶときも資料や情報をたくさん与えてくれるので、とて

も考えやすいと思います。私は中学２年生の時からこの塾に通え

て、本当に良かったと思います。

　１、２年生の時の私は部活に夢中で、あまり勉強をしなかった

ので内申がとても低かったです。さらに、高得点を取る実力もあり

ませんでした。なので、行きたい高校はあったのですが無理に近い

状態で、模試の志望校判定もＤ判定でした。しかし、あきらめる

ことなく塾で勉強を続け、冬休みには１～３年生の教科書や塾

のテキストを夜遅くまで解きました。すると、その成果が出て最後の

志望校判定ではＳ判定を取ることができました。受験の直前も気

を抜かないで勉強し、前期選抜で合格することができました。あき

らめなくて、本当によかったです。

　らしんばんは、社会にとても力を入れています。そのため、社会が

苦手でいつも定期テストで50点台だった私ですが、この塾に入っ

てからは90点台を取れるようになりました。今では大好きな科目

です。また、休んでしまった時は補講をしてくれるため、みんなに遅

れをとったり授業についていけなくなることはありませんでした。とても

楽しく通うことができました。

■らしんばんに通って ■らしんばんに通って



　私が羅針盤ゼミナールに入塾したのは中２の春期講習です。

当初から先生方が沢山の補習を組んで下さり、分かるまでずっと

教えて下さったので塾にいた時間は誰にも負けません。部活と勉

強の両立はとても大変でしたが、尊敬する北條先生を始め、各

先生方に分かりやすい板書や内容の濃い授業をして頂いた結

果、文系科目を中心に実力がついてきて、何より自信がつきまし

た。受験のラストスパートをかけていくなかで、国語が伸び悩みまし

たが、先生から無敵な解き方を伝授して頂き、当日の試験では

自己最高点を取ることが出来ました。その無敵な解き方とは…羅

針盤ゼミナールに来れば分かります！最後まで丁寧に教えて頂い

た先生方、本当にありがとうございました。高校部でも宜しくお願

いします！！

　私は第１志望校を受験する内申が足りず、中学校からは高校

のランクを下げるように言われました。しかし、どうしても志望校に行

きたかったので、毎日塾に来て勉強をしました。勉強だけでなく進

路や人生など、代表と話しをしていると自然と不安が和らぎ「頑張

ろう！」という気持ちになれました。なので、塾のない日でも積極

的に補習を組んで頂きました。ご迷惑をかけてすみません…。で

も、私が合格できたのは、このような素晴らしい環境で勉強をして

得点力で内申の不足をカバー出来たからだと思います。らしんば

んは１回１回の授業が詳しいので、苦手な科目は克服できて、

得意な科目は満点をとれたほど徹底的に伸ばしてくれます。ただ

ひたすら問題を解くのではなく、様々なイベントもあり、楽しく・集中

して目標に向かって行けます。ぜひ来て見てください。私も大学受

験部で勉強を続けます！

　僕は勉強が嫌いで、中１の頃はずっと家でゲームばかりしていま

した。でも、塾に入ってからは勉強することになり、僕に合った目標

や、ゲーム好きだということで僕用のスタンプラリー課題を与えてくれ

たり、やってみたらできたときの達成感がすごく良くて、少しは勉強

を頑張ってみようという気持ちになりました。今では国語や社会を

中心に目標点をキープできるまでになったので、勉強してよかったと

思えるようになりました。　この塾は勉強を掘り下げて教えてくれま

す。授業時間以外にもたくさんみてもらえ、３年間ほぼ毎日やっ

てもらった補習が無料だったことを知り頭が下がりました。塾長に前

期選抜の合格通知は僕が頑張った勲章だと褒めてもらったことが

嬉しかったです。

　僕は、受験のときに中１・中２の勉強をしっかりやることが大事

だったと身に染みて感じました。ずっと塾の先生に言われ続けてい

たことなのに、まだ受験は先だ、と思っていたらあっという間に中３と

なり、受験となりました。僕は中１・中２の頃、勉強をあまりしませ

んでした。だから定期テストでは平均点をとれても、学力テストや

模試では散々な有り様でした。なので、受験勉強は中１の内容

から始まりました。だから苦労もしたし後悔もしました。けれど、自

分なりに出された課題をこなし、教材を使いこんでいくうちに、得点

が安定する教科が出てきました。その結果、前期選抜で志望校

に合格することができました。全ては塾のおかげです。

 私は小学校６年生の、おゆみ野校ができたときかららしんばんに

通っていて、今はおゆみ野校と千葉校のかけもちです。そもそも私

は、テストの近くにならないと真面目に勉強しない子でした。でも、

中学３年生の夏にやっと「受験生」だと実感しました。それから毎

日授業のない日も塾に通い、必死に大量の課題を解いたり、自

分で間違えたところをノートにまとめたりしました。その結果、行きた

かった公立高校に前期選抜で合格することができました。私はらし

んばんで❝努力は報われる❞という言葉を体験することができまし

た。ありがとう！らしんばん！！

 塾に入る前、勉強が嫌いだった私は、テスト前に学校から出され

た提出用のワークをただやみくもに進めるだけでした。しかもやり終

えるならまだしも、苦手にしている教科はワークを開くことも億劫に

なり、分からないからやりたくない、だからテストでも分からない、とい

う悪循環に陥っていました。しかし、らしんばんに入り意識がガラッと

変わりました。塾のテスト対策とは別に私のための学習課題をこれ

もかってくらい出してもらいました。分からないところは塾の先生にア

ドバイスを仰ぎながら、必死にこなしました。また、少人数制なので

クラスのチームワークもよく、友達と教えあったり、競ったり、ライバル

心に火がつき、いろいろな科目にヤル気が出てきました。らしんば

んは私にとって最高の塾です！

　私は、小学校６年生の時からこの塾に通っています。らしんばん

の一番の特徴は、社会と理科に力を入れていることです。特に社

会の歴史は、オリジナルの板書プリントで歴史の流れ、出来事の

背景、年号、地図、写真、暗記法や記述のポイントなど、知識か

ら雑学まで、とても分かりやすく教えてくれます。歴代の先輩方も

述べていますが、私も定期テストや受験勉強に向けて社会・理科

でライバルを圧倒できるように鍛えてもらいました。その結果、どん

なテストでも90点以上を取れるようになりました。たくさんの知識や

雑学を与えてくれたこの塾に感謝しています。

　私は中学２年生の春期講習のときにらしんばんに入塾しまし

た。勉強がキライで、何も得意教科がなかった私ですが、らしんば

んに入ってだんだん勉強が好きになり、国語や社会など、95点を

余裕で超える教科ができました。このように私が変われたのはらし

んばんのおかげです。また、とてもアットホームな塾で授業も丁寧で

分かりやすいので、毎日塾に通うのがとても楽しく、さらに成績もぐ

んぐん伸びて学年順位も100人抜いて一気に上位に上がりまし

た！志望校にも前期選抜で合格することができ、本当にらしんば

んでよかったと思います。らしんばん大好きです！



　僕は前の塾ではしっかりと勉強することができませんでした。さらに

部活の練習がキツく、部活と勉強の両立ができませんでした。しか

し、らしんばんに来て僕の生活は劇的に変わりました。今まで苦労

していた部活と勉強の両立ができるようになり、苦手だった数学

も、キライだった英語も、定期テストの点数が上がりました。とくにら

しんばんは社会に力を入れていて、歴検１級の神ティーチャーが

僕をマニアックに鍛えてくれました。その結果、定期テストや模擬テ

ストで社会の点数が80点～90点取れるようになりました。数学

が低空飛行でも英語が人並みに、社会が人並み以上になれたと

いう事実が僕にやる気と自信を与えてくれたことは言うまでもありま

せん。誰かがらしんばん愛について語ると言っていましたが、僕も語

れます。でも、ここでは書ききれないので別の機会に…。僕が前期

選抜で第一志望校に合格できたのは僕の努力とらしんばんのお

かげです。後輩のみなさん、努力をすれば必ず報われます。最後

まで諦めずに勉強を頑張って下さい。諦めたら、そこで試合終了

ですよ！

　らしんばんに来るまで英語はbe動詞と一般動詞の使い分けが

できないほどで、他の教科も基礎的な所でつまずいていました。

「このままでは…」と、不安になりました。しかし、らしんばんに来て、

基礎から徹底的に教えていただきました。また、私は主要５科の

中で社会が最も好きだったので、社会に強いこの塾で学んだこと

で、さらに得点力を伸ばすことができました。定期テストでも80点

台や90点台を取れるようになりました。be動詞と一般動詞の使

い分けすらできなかった英語も、今では80点以上とれるようになり

ました。また、英語検定・漢字検定の対策をしっかりとしていただい

た結果、どちらも３級を取得することができ、入試の時も大きな自

信になりました。現在らしんばんに通っている人も、これかららしん

ばんに通うみなさんも、英語検定や漢字検定を積極的に受け、

行ける学校ではなく、自分の第一志望校に合格できるよう頑張っ

てください。

　私が小学生の頃から、将来の夢は服飾関係の仕事をする事で

した。しかし、どんな勉強をしたらよいか全然分からず、全く勉強せ

ず、部活のバスケをしたり、遊んだりしていました。なので案の定、

定期テストはガタガタで、通知表では「２」がありました。そんな

時、親に「もう一度、塾に入る？」と聞かれました。私は中１の時

に他の塾に入っていましたが、部活と勉強を両立することができず

すぐに辞めました。でも、らしんばんに出会えて私は変わりました！

部活と勉強の両立ができ、分からない所は、分かるようになるまで

教えてくれ、できるようになるまで何度も補習をしていただきまし

た。そして私は、無事に前期選抜で服飾科に合格し、夢に一歩

近づくことができました。らしんばんなくして私の合格はありませんで

した。

　私はバレー部に所属していました。私の通っていた中学校は、バ

レー部の練習がとても厳しく、私は部活に必死だったので勉強をす

る時間が足りなくなり、結果として勉強が出来なくなってしまいまし

た。勉強のやり方も何も分からないまま中３になりました。塾に

入ってから、ONとOFFの切り替えが大切だと教えてもらいました。

「このままではいけない。」と、気づかされ、塾に自習へ行ったり、補

習をしてもらったり、今までに習ったことの復習をしたりしました。集

中力がないのでこまめに休憩を入れましたが、自分でもびっくりする

ぐらいの時間と量をこなせるようになりました。入試の過去問で、

90点という自己最高得点を取ることができ、勉強した分、成績が

上がるという楽しさも知りました。こんなに点数が上がったのは塾の

先生方と、切磋琢磨できる塾の友達がいたからです。高校生に

なっても、日々の学習の見直しなどをコツコツと行い、良いスタート

を切り、充実した高校生活を送れるようにしたいと思います。分か

らくなても私にはらしんばんがありますので（笑）

　入試当日までに、自分が得意な科目はできるだけ伸ばせるよう

にと、毎日頑張りました。特に英語は得意でしたけど、長文が苦

手で、克服しようと思い、１日１問解くことを日課にしました。解

いていくうちにコツなどが掴めるようになり、苦手意識がなくなりまし

た。毎日コツコツとやることによって、「自分はできる」という自信を

持って入試当日に臨み、前期選抜で合格することができました。

　らしんばんは、塾ができた中２から通い始めました。中１の時よ

りも勉強意識がとても強くなりました。そのおかげで家庭学習の時

間も増え、定期テストでは、高得点も取ることができました。暗記

科目のコツをいろいろと教えていただき、６割ぐらいしか取れなかっ

た科目が９割以上もとれるようになりました。らしんばんは、自分

の得意科目を大幅に伸ばせることができる場所だと思います。らし

んばんに通って高校合格ができ、とても嬉しいです。

　自分は、この羅針盤での勉強と、家庭学習によって第一志望

校に前期で受かりました。この塾に通って基礎を鍛えあげられたの

で、学校の授業もすぐに理解できるようになりました。周りも勉強

に力を入れ始める中学３年生の夏からは家庭学習が大切だと

感じます。自分は羅針盤の夏期講習を受けましたが、この夏期

講習を受けなければダレていて、周りに大きく遅れをとったのだと今

思い返すと感じます。

　塾は、家庭学習を手助けしてくれる場所でもあると思います。夏

を過ぎると、周りも少しずつ学校でも受験を意識し始め、模試など

で自分の学力を知ることが不可欠になります。自分は模試の点

数が初め思うように伸びませんでしたが、伸びることを信じて塾や

家庭での勉強に励みました。途中、ダレることもありましたが、勉

強はやった分だけ力になることを実感し、試験前日まで、自分を

信じて当日を迎え、無事前期選抜で合格することができました。

　私は時間があれば寝ている、そんな人でした。でも、中３になっ

て周りの子にどんどん順位を抜かされていき、「やばいやばい」と焦っ

てはいましたが、行動がついていきませんでした。らしんばんに通っ

ている友達にこの塾を勧められ、体験してみたら、ものすごく分かり

やすく、楽しい授業だったので、「ここでなら頑張れそう」と思いまし

た。それでも時間があれば寝ていた私が、本当の意味で「やばい」

と感じたのは会場模試を受けて、自分では大丈夫だろうと思って

いた高校の判定が12月に最悪で……（涙）

　そこで北条先生に残りの日数でも合格させてほしいと泣きつきま

した。学校の面談では100％無理だと言われていたのですが、どう

しても志望校に行きたかったので。そうしたら、先生が冬期講習か

ら２月にかけて私用のプリントを作ってくださり、それを１冊、２

冊、３冊とやっていくうちに、自分でもびっくりするほど点数が伸びま

した。11月に25点だった数学は62点、28点だった英語は63点

になりました。社会も前期選抜の自己採点では62点でした。前

期選抜で合格できて本当に幸せです。

　僕は、塾に入っていなかった中学１年生から中学２年生までの

定期テストで、320人中190位台という有り様でした。中学２年

生の冬期講習から羅針盤に入塾しました。その直後の定期テス

トで130位台に順位を上げ、その後もぐんぐんと得点と順位が上

がっていきました。高校入試では、受験者平均を上回る得点をと

りましたが、中１・中２の内申が無さすぎたことを悔やみました。

（内申が足りないとこれほど入試の選択を狭くするとは当時は

思っていませんでした。）

そんな僕が受験者平均を100点近く上回ることができた理由は、

社会と理科と英語に重点を置いた羅針盤のカリキュラムにぴったり

とはまったからです。国語と数学が苦手な僕はこの２科はそう簡単

に伸びないと理解していました。県の平均点が50点台の社会理

科で85点以上取って周囲を圧倒するというこのスタイルは他の塾

にはない斬新で効果的なものでした。努力する環境、自発的に

勉強する意識を与えてくれた羅針盤には感謝しきれません。



　私は、中2のころ英語が苦手で全然点数が取れませんでした。

でも、らしんばんに通って点数が上がり、安定した点数を取れるよ

うになりました。また、得意だった数学もさらに良くなりました。受験

の時は、理科と社会を重点的に学習し、苦手意識を克服するこ

とができました。そのおかげで志望校に前期選抜で合格することが

できました。

　私がらしんばんに通ってよかったと思った所は、授業中でも分から

ない所を質問できる点と、全ての生徒の個人個人のレベルで苦

手な部分を見つけてくれて、それに対応したプリントを作ってくれた

り、特別補習を組んでくれたりする点です。得意な科目も苦手な

科目も、点数が取れている所とそうでない所を分析してくれて、ら

しんばんの先生がちゃんと課題を与えてくれました。

　私は小6の時に入塾しました。その頃は苦手な教科が多く大変

でしたが、入試説明会を通して高校受験について早い段階から

考えることが出来ました。中学部は中1から5教科あり、テスト対

策も充実していたため、3年間高い成績を維持することが出来ま

した。

　北條先生はご自身が吹奏楽部出身のため、私が吹奏楽でスト

レスを抱えていた時や、人間関係で悩んでいた時、感謝しきれな

いほど助言や解決方法を示してくれました。

　中3の秋、最終受験校を決める時、本当に川和高校に合格で

きるか不安で迷いましたが、将来の夢を考えた時、受験しようと決

めました。それからは、たくさん補習をして頂きました。毎週の日曜

テストゼミで自信もつきました。羅針盤ゼミナールに入塾して、高

校だけではなくその先の進路も考えるようになりました。何よりも考

える力を身につけさせてくれる、最高の塾でした。

　私は中3の春、駅前の塾かららしんばんに移りました。らしんばん

は、ノートのとり方やメモの取り方まで、細かく指導してくれます。そ

の結果、学校の成績も関心・意欲・態度がA評価となり、「５」が

増えました。また、小学生の頃から苦手としてきた社会が、定期テ

ストで90点以上とれるようになったのは、全て先生の板書や説明

を覚えたからです。私たちの集中力が落ちてきたときにしてくれる先

生の失敗談や成功談（・たまに怖い話）は、とても興味深かった

です。塾に行くたびに様々な言葉をかけてもらい、とても励まされま

した。

　私は中2の冬期講習のとき、姉が通っていた鴨居校に入塾しま

した。中2までの成績では第一志望の高校に挑戦するのが不安

だったのですが、この塾で勉強していくうちに、成績がかなり上が

り、第一志望校に挑戦する自信がつきました。らしんばんは少人

数なので気を抜くことができないし、分からないことがあればすぐに

質問ができる、勉強に最適な環境です。　高校では、塾で教わっ

た暗記方法の裏技を活かして、部活動と勉強を両立させるように

頑張りたいです。

羅針盤ゼミナールは文系科目がとても強い塾です。そして私も文系タイプ

なので、特に社会を伸ばすことができました。細かい所まで学べて、この知識

は高校に行っても使えるものばかりです。また、中学校別の定期テスト対策

もたくさんやってもらえるのでポイントや要点をしぼってくれるのでとても勉強が

しやすいです。なので、テストでは高得点をねらえます。私も５科の合計得

点が毎回450点を超えることができたので、進路の選択肢が広がって助か

りました。また、先生との距離感が近いので質問や相談がしやすいです。勉

強以外の悩みも相談することができました。自分の興味のある教科は得意

科目に、苦手教科も克服できる、困ったことは何でも親身に相談にのってく

れる話しやすい先生がいる、ここはそんな塾です。

らしんばんには様々な魅力があります。まずは、テスト対策や入試対策の

ための教材やデータ集が多いことです。テスト対策では教科書に沿ったテキ

ストなどをたくさん使い、できるまでとことん問題を解かせてくれます。また、入

試対策では出題傾向に合わせて記述だけを強化する教材、資料の読み

取りを強化する教材など、自由に使わせてもらえます。友達の通っている塾

は高い教材をたくさん買わされるそうなのですが、らしんばんは必要な教材

以外は全て教室にあるものを自由に使えます。

この塾はそれ以上に大きな魅力があります。それは何といっても先生のとて

も分かりやすい解説です。特に社会や英語、国語の文系科目は先生の体

験談や雑学を交えて、分かりやすいイメージの仕方や覚え方を教えてくれま

す。このおかげで私は一番苦手だった社会科を得意教科にすることができま

した。これらの魅力を私は身に染みて、らしんばんに入塾して本当によかった

と思っています！

羅針盤ゼミナールのすごいところとして、先生と生徒の距離感が近いので、

わからないところがあったらすぐに声をかけてもらえ、自分からも聞きやすいこと

が挙げられます。実際、僕が英語や社会・理科が得意になったのもそれが

あったからだと思います。

羅針盤ゼミナールは社会・理科が重視されていて、塾に入る前は定期テ

ストで70点台だったテストが安定的に90点台をとれるようになりました。社

会はスタンプラリーなど、ゲーム感覚で勉強できるイベントも盛りだくさんで、

授業がない時間もスタンプラリーをしにくる生徒もいて、勉強する環境が上

手につくられています。僕も楽しみながら知識を深めている最中です。

私は中学１年生から通っています。ここは、アットホームなのですがけじめ

があってやる気に溢れた塾です。授業の中で受験のときに使える豆知識を

たくさん教えてくださったり、学校では教えてくれないような解き方や用語の覚

え方を分かりやすく教えて下さります。また、休日には補習もして下さるので、

自分が不安だなと思っているところも完璧にすることができます。そして、テス

ト前には満点がとれるようにと、テスト対策をたくさんしてくれる所がらしんば

んのウリだと思います。私は英語が好きなのですが、今では英語に加えて社

会と国語も大好きになりました。知らないことや知りたいことを楽しく、たくさん

学べるからです。

私はらしんばんに入る前は英語しか勉強していませんでした。他の教科はこれ以上下が

るのか？ってぐらい点数が低かったです。数学は計算でつまづき、国語は日本人か疑われ

る有り様でした。らしんばんは社会・理科だけでなく、英語や国語・数学も独特なテクニック

で教えてくれます。英語の文法、国語の読解など、パズルのように簡単な解き方を教わっ

た結果、驚くほど得点が上がりました。そしてらしんばんに通っていれば、誰でも社会で高

得点が取れるようになり、模試や定期テスト、あるいは入試でも、自信をもって臨める絶対

的な安心材料となるはずです。らしんばんはとにかく凄いです！


