努力が好きになる授業、
ここにはそれがある！
授業をただ受けるだけだったから、
浪人することになったのではありませんか？
かわヨビは、朝のディスカッション。いろんな話題を一緒に考える。
ゲストスピーチを拝聴。で「大人」を学ぶ、社会の求める人物像を学ぶ。
もちろん、スリリングな授業も。
午後はまず「頭に納める」時間。映像授業の後、
「鍛える」一斉ライブ授業。
遅くとも10時に帰宅。自分と向き合い、頭に入れる。
家で仕上げる。これが一番大事な、
「努力に勝る天才なし」
頑張る姿を家族に見てもらう。
失いかけた信頼を取り戻し、大学へ、何より家族から「ひとりだち」を
応援してもらえるように、
「大人」になって羽ばたこう。
今まで、あまり
「勉強と向き合わなかった」君
わからない、知らないと忘れてしまったをキチンと仕分けしていますか？
ちょっとはまじめに「やってたつもり」の君
しっかり頭に入ってましたか？
ノートをとることで勉強したつもりで身に付いていなかったのでは？
「本当に頑張った」君
何が足りなかったか、判りますか？
真剣勝負する相手（先生）がいなかったのでは？ かかってこい。
とにかく、前を向いて、ひるまず前進したい人。
かわさき予備校には「努力が好きになる授業」があります。

2

3

POINT

1

POINT

2 「河合塾」の強さをプラス！

授業力が違う！

イメージで覚える、
映像授業

本番で結果を出す授業

（生物・日本史・世界史・地理・公民など）

「本番で結果を出す」このことをとことん追求して、長年培った指導経験をも
とに笑い・緊張・集中・スピード・ひらめきといった、ありとあらゆる方法・形式

理科

イメージしにくい世界も
一目瞭然！

「良質な作問力」で定評のある河合塾が徹底研究し作ったオリジナル教
材と、CG等を駆使したイメージで覚える映像授業で飛躍的な学習効果

で真の実力を養います。

を生み出します。普段見られない実験や効果的な映像が、理解を助けイ

①教

教 室で は 見られ な
い実験、映像が目白
押し！

メージを定着させます。

なぜ結果を出せるのか？
材：毎年変わる生徒の実力とニーズに応じて、教材を変えています。

マイペース＆リピートの最適学習！

②目の輝き：毎年変わる生徒の日常と連動した授業内容にしているからです。
自習指導はもとより、生活指導とも連動して、生徒の
「目の輝き」

自分の都合に合わせてスケジュール

によって授業内容を企画・具体化しています。

を組み、自分のペースで学習できま

小論

豊富な資料映像で
思考の幅が広がる！

す。わかるまで何度でも見る、繰り返

③緊 張 感：実力はあっても本番で出せない力は真の実力ではありません。こ
の信念のもと、かわヨビ全授業は毎回、本番並みの緊張感を味わ

し受講。知識の定着、疑問点の解消、

う瞬間を含める構成にしています。甘え・妥協を一切許さない瞬

弱点分野の補強に効果絶大。リピート

間、本番・現実の厳しさを日々体感し、習慣化します。

学習で定着度もアップ。

実際の答案例をも
とに答案作成のポ
イントを指摘！

本質的な理解、
身に付けやすさが違う
Aさん（ 学 芸 高 卒 ）
100

Bさん（ 小 津 高 卒 ）
100

世界史 センター試験

日本史 センター試験

2015年

2014年

4

2015年

24点UP！

50

83点

83点

68点

0

映像を駆使した講義で
知識の定着を確かなものに！

2014年

15点UP！

50

地歴
公民

59点
0

地図・イラスト、貴重
な映像が理解・定着
の効率をアップ。

5

POINT

努力を習慣化する
スケジュール



1年間のスケジュール
3月

無料体験授業

10月

通常授業

春期講座

春期講座

入校式
11月

保護者面談

6月

河合マーク・記述模試
12月

生徒面談

1月

特別講座・暗記会

夏期講座

8月

朝のミーティング＆ディスカッション

進学説明会

12:20

昼休み

13:00

自習指導

冬期講座

映像授業（河合サテライト）

センター直前講座

17:00

夕休憩

17:40

自由選択授業①

19:25

自由選択授業②

21:00

終業

2次・私大対策講座
個別指導・添削

7月

いく、これが飛躍的な学力の伸びにつながります。

通常授業

進学説明会

チェックとアドバイスを繰り返し、最初の2カ月間で
「効果を生む勉強法」に変えて

高卒授業（英・数・国・物・化）

スポーツイベント

効果的な自習指導
現役時代と比べ、ただガムシャラに勉強量を増やすだけでは、学力は上がりません。

10:00

河合マーク・記述模試

高卒生 決起会
冬期講座

5月

特別講座

朝ミーティング

センタープレ模試

勉強合宿
通常授業

指導力・コミュニケーションで
学び方を変える！

9:30

生徒面談

9月

4月

POINT



1日のスケジュール

2月

夏期講座
河合マーク・記述模試
スポーツイベント

3月

合 格！

「かわヨビ流 朝の白熱教室」
。今話題のニュース・時事問題・社会情勢にはじまり、
倫理的判断が問われる局面での自分の理性を問う小論問題など、様々な工夫をこ
らして思考を深め視野を広げる朝の30分です。

精神面・生活面もサポート
志望校に合わせた進路指導だけでなく、精神面のサポートも行います。また保護者

入会金がお得になる早割もあります！

かわヨビ生 本音のアンケート

3/16までに入会の場合
3/31までに入会の場合

勉強のやり方が変わった

『深い思考力』がついた

学力の伸びを実感する

YES 84％

YES 89％

YES 95％

NO 16％

NO 11％

NO

社会への関心が高まった

かわヨビに入って良かった

YES 100％

YES 100％

入会金
入会金

￥30,000
￥40,000

通常入会金: ￥50,000 ／河合サテライト受講料：￥14,000〜（希望者のみ）／学費年間一括：￥540,000
春の講習会

5％

▼ ▼

￥45,000 /月

かわヨビの 学 費は月謝 制

面談も必要に応じて行い、家庭や塾での大人同士が連携し、高卒生を理解し支えて
いく環境を整えていきます。

￥45,000
（取り放題）

4月

5月

6月

7月

月額￥45,000
（定額制）

夏の講習会
￥45,000
（5講座分）

8月

9月

10月

11月

月額￥45,000（定額制）

12月

冬の講習会
￥45,000
（5講座分）

※上記の年間授業料は、4〜7月、8〜12月の平常ライブ授業と夏・冬の講習会授業料の合計額です。上の表をご参照ください。
※表示価格は全て税抜き価格です。
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合格体験記
合格校

千葉大学（医）
順天堂大学（医）
北里大学（医）
防衛医科大学（医）
前田紘一郎（土佐高校 卒）
自分はいわゆるE判定からの逆転合格というものを達
成しました。僕がこの一年間で何をしたのか、何を考
えたのかが受験生たちの参考になればと思い、僭越な
がらも体験記を書かせていただきます。
まず大見出しとして言いたいことは1つ、「受験に必
要なのは１％の運と４９%の努力と５０％の自己改革」
です。これに至った経緯を次から書いていきます。
現役のときから僕は千葉大学医学部を志望していま
した。しかし僕はこまめに勉強するということを面倒
くさがり、定期テストも赤点を取らない程度と考えて
低空飛行を続けていました。そして模試だけ頑張れば
いいと思っていました。もちろん、国立の医学部だか
ら並大抵の実力じゃ判定はよくならず、常にEかD判定
でした。しかしこの事実を重く感じず、世間一般でよ
く言われる「E判定からの大逆転」が本番で起こるのだ
ろうと楽天的に考えていました。これが僕の現役時代
の勉強態度でした。
受験に失敗した僕は、それまでお世話になっていた
かわさき予備校に入校しました。
まず最初にやったことは自分がなぜ受験を失敗して
しまったか、そして今年その二の舞を演じないように
どういう風にしていくのかを考えました。これが先に
書いた自己改革の始まりです。
そして自分と向き合って自分のことをよく知ったう
えで計画を立てていきます。僕はこまめに勉強をしこ
まめに計画を立てることが苦手だったため、週単位の
ノルマを作ってやっていきました。そして勉強してい
くと自分はやる科目が偏ってくることも分かっていた
ので、その日の自習は授業でやらない科目を勉強する
ことにしました。そしてこの計画立てで一番重要なの
が、自分で違和感や、このままやっていって大丈夫な
のかなという不安を感じたらすぐに計画を更新するこ
とです。
ここまで主に精神的なことを書いてきましたが、も
ちろん努力することも大切です。しかし、ただただ時
間をかけて勉強すればいいのではありません。勉強時
間は少なくても勉強効率を上げていけば同じ、あるい
はそれ以上の成果を上げることが出来ます。 常に今の

自分に何が足りないのか、何をしたら自分が一番
成長できるのかを考えながら勉強 していたため、
この少ない時間でも十分成長できました。また、 勉強
するときとしないときのメリハリはつけていた た
め、少ない時間を集中し続けることが出来ました。
僕は最後の河合全統模試まで千葉大医学部の判定は
Eでした。しかし、その後受けた医進模試でB判定を取

りました。このとき信じられませんでしたが、今となっ
ては自分がやってきたことは間違ってなかったんだなと
思っています。この受験生活を通して何を考えるか、何
を変えていくのか。これが受験のみならず、生きていく
うえでも役に立っていきます。これを読んだ受験生たち
が自己改革をして、少しでもよりよい人に、そして少し
でも志望校に近づけることを祈っています。
合格校

近畿大学（文芸）
高知大学（人文）
堤京汰朗（小津高校 卒）

私がかわさき予備校に決めたのは、体験授業を受けた
ことがきっかけでした。私は予備校の授業というものは
とにかく真面目で固く厳しいものだと思っていたので、
笑いを交えた明るい授業は驚きで、そしてとても楽し
く授業を受けることが出来ました。
先生方がよく仰っていた「理由の奥の奥の一番奥を考
えなさい」という言葉や「自分の弱いところを知ること
が大事」といったことも自分を変える一つのきっかけな
りました。それまでは自分の弱いところや悪いところを
見て見ぬ振りをして適当に過ごしてきましたが、先ほど
の先生方の言葉などで、自分を変えなければこの先どう
しようもないと感じ、この一年間で嫌というほど自分の
内面を見つめなおすことが出来ました。
学習面では、どうして間違えたかということを追求す
ることを学びました。間違えた問題をそのままにせず、
間違えた理由を突き止め、次に同じ問題や似た問題が出
た時に解けるようにする、という作業は勉強する時に一
番大事なことだと感じました。
後は、私はあまり出来ませんでしたが、先生方に質問
をすることもとても大切なことだと思います。先生は分
かりやすく解き方を教えて頂けるので、できるだけ頼る
ことをしたほうが良いと思います。
最後に、私はとにかく弱い人間でしたが、かわさき

予備校に入って少しだけ強くなれた気がします。
自分を変えたい、人間的に成長したいと思う人
は、かわさき予備校で1年間頑張ることがその近道だと
思います。

行き、ここにしようと決めました。
理由は、時間割や少人数制などもそうでしたが、いちば
んは個性的な先生方の授業でした。私が記憶している
のは、数学の体験授業で、私がひじをついていたのを、
平田先生が怖い顔と声で注意してくださり、面白いけれ

ど礼儀などはしっかりしている塾なんだと、私に大
きく欠けている勉強以外のことも正してもらえそう
な、私にぴったりの予備校だと感じたことです。
体験授業のときの私の想像は当たっていて、カワヨビは
とてもON OFFがある予備校だと感じました。
入塾してすぐ、合宿があります。また定期的に開催され
るスポーツ大会などのおかげでかわヨビ生は他の浪人生と
比べ、色黒です。
楽しいことがたくさんあるように思いますが、予備校内
ではしっかりONモードです。
勉強嫌いな私は、これらのOFFモードがあったからこそ、
メリハリをつけてONモードに集中して頑張れました。
勉強面でいうと、かなり、大幅に、成長させていただき
ました。おそらく１番伸びたのは、現役時苦手科目だった
数学と物理です。
数学は現役時、分かってないのかも分からない状態でした
が、かわヨビに入り、良い問題を解き、様々な解法、見
方を学ぶうちに、どんな問題も、あれと一緒か〜！ と思
うようになりました。そして秋ごろには、数学は私の得点
源となりました。
現役時の物理は、完全に分かりませんでした。さっぱり
でした。しかし、かわヨビに入って、もう180度、物理に
対する気持ちが変わりました。おそらくかわヨビの物理

の授業はとても変わっています。どんなに難しい問
題でも、解説はとてもシンプルです。そんな見方を
すればこんなに簡単なことなのか！ と毎授業感動
します。
勉強以外でも、自分が見て見ぬふりしている自分の欠点や
弱さも、この一年で先生方にはズバリ指摘され、いつまで
もこのままじゃいけないと自分を改めて見つめなおすこと
もできました。
たくさん成長させてもらったかわヨビにはとても感謝し
ています、またかわヨビで出来た仲間や先生たちと毎日顔
を合わせられなくなることにとても寂しさを感じます。
１年間ありがとうございました！ また将来いい報告を
しにいけるよう頑張ります!!
合格校

合格校

徳島大学（医学部保健学科）
田辺こまち（土佐高校 卒）

不合格後、県内で予備校を探し、始めは候補が3つあ
りました。それぞれの体験や説明会に行って決めようと
思っていましたが、１番始めにかわさき予備校に体験に

東京学芸大学（教育）
早稲田大学（教育）
中央大学（経済）
明治大学（文）
法政大学（文）
立命館大学（経済）
沖晃史（土佐高校 卒）
僕は現役の時に大学に全て落ちて、特にそれからどう
するかを決めるでもなく適当にブラブラと遊んでいまし

た。見かねた親に浪人するなら予備校探せと言われてと
りあえず、かわヨビに来てみました。
かわヨビに最初行った時に、面談をされたのですが、
その時に本当に真剣に僕のことを考えて話してくださっ
たのでかわヨビに入ることを決めました。春の講習会に
もいかず、周りの浪人生よりも遅いスタートだったけど
予備校選びは成功したと思います。

かわヨビの良かったところはやっぱり先生と生
徒の距離がかなり近いこと。 僕は学校では全く質問
や相談をしていませんでしたが、かわヨビでは結構しま
した。質問や相談があれば迷わずしたほうがいいです
よ、必ず力になってくれるはずです。また、かわヨビで
は勉強以外のことも学べます。人間的にも成長できるは
ずです。
正直言って、浪人生活はなんだかんだ辛いです。自己
否定をしてしまうこともしばしばあり、終わりのない
ように感じます。でも、同じ浪人の仲間がいます。か
わヨビの先生がいます。決して一人ではありません。辛
くなったら周りの人に頼れば必ず助けてくれると思い
ます。 報われる努力をすれば、その先には必ず結果が
待っていると思います。
この一年を通して本当に成長できたと思います。お世
話になった皆さん、ありがとうございました。
合格校

兵庫県立大学（工）
百々裕太（小津高校 卒 ）

かわヨビでは勉強はもちろん、勉強するときや試験
前の心の持ちよう、社会人としてのありかたなど勉強
以外のこともたくさん教わりました。

先生方は本当に生徒のことを良く見ていて、ズ
バッと駄目出し、アドバイスをしてくれます。
そのおかげで自分は、未だに未熟ではあるものの、1
年前と比べるととんでもない成長をしたと思っていま
す。
受験勉強は本当に自分との戦いだと思います。もし
自分に負けそうなことがあったら、先生のところへ相
談に行くべきです。
自分は二次試験前にかなり投げやりになってしまっ
て、問題をきちんと集中して解けなくなっていまし
た。
そんなときに先生が「やった問題を持って来い」と
言ってくれて、それを見て、「ちゃんとやれ」と活を
入れてくれたおかげで二次試験で自分の実力を発揮す
ることが出来ました。
せっかく予備校に通って、しかもそこには 素晴らし

い先生方が居るんだから、とことんお世話になる
べきです。
落ちて後悔しないように、また受かったときに本当
に喜べるように、1年間頑張ってください。

