
名古屋市立大学（医・医）、北里大学（医・医、特待） 合格  

井田 千晶さん（南山女子高卒） 

 

 私は高３の冬に名古屋市立大学医学部を受験し、試験終了と同時に不合格を

確信しました。そしてその日から塾を探し始め、出会ったのが KGS でした。

KGSに通い始めた頃は得意科目は一つもなく中でも数学が特に苦手でした。 

葛原先生が授業で用意して下さる数学の問題はとても難度が高く全く手がつ

かないものがほとんどでしたが、授業で解けることではなく、きちんと復習し

て一度解いた問題は絶対に解けるようにするということを意識して取り組んで

いるうちにいつの間にか数学が得点源になっていました。今年の入試では数学

の問題を見た瞬間、どれも葛原先生の授業で類題の経験がありものばかりであ

ることに気づき、問題を解くというよりは頭の中にある解法を解答用紙の上で

再現するような感覚でした。 

 また、大谷先生には化学の授業と英語の添削でお世話になりました。大谷先

生に質問をすることで一人で悩んでいたら絶対に理解できなかった疑問がどん

どん知識に変わっていきました。特に英作文の添削では、私の論理の展開の仕

方の癖まで把握した上で表現の方法に関するアドバイスをたくさんしていただ

きました。 

 そして先生方と同じくらいお世話になったのが自習室の私専用の指定席です。

不安な気持ちで入塾した日も、入試が終わって合格発表を待っている日も、私

にとって最高の勉強場所であり続けてくれました。この場所で今こうして合格

体験記を書いていることが本当に幸せです。葛原先生に、大谷先生に、そして

KGSに出会えたことは私にとって大きな財産です。本当にありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宮崎大学（医・医） 合格  

田村 洸君（南山男子高卒） 

 

 昨年の春、二浪が決まった時に僕は KGSに入ることを決心しました。改めて

この一年を振り返ってみると自習主体の方針は自分のやり方に非常に合ってい

たのだなと思います。 

 

 この一年は合格が判明するまで一日として楽な日はありませんでした。劣等

感や将来に対する不安を数え切れないほど感じました。そんな中でも勉強を毎

日継続できたのは葛原先生と大谷先生のおかげです。大谷先生は授業のある日

は勉強のことだけではなく色々なことを話して下さいました。葛原先生には毎

日のように声をかけてもらい勉強の事や体調のことを気にかけていただきまし

た。今の自分があるのは勉強の面だけでなく精神面でも支えて下さったお二人

の先生方のおかげです。 

 

 僕は KGS に入塾した当初から公立大学出願直前まで内心では医学部に対す

るあこがれがありながらも自分の成績を考えて両親にも先生方にも獣医志望と

話していたのですがやはり気持ちは抑えがたく、出願直前になって葛原先生に

宮崎大学医学部を受験したいと相談しました。すると先生は少しの迷った様子

もなく僕の決断を喜んで受け入れ、入試までの過ごし方を真剣に考えて下さい

ました。私立大学を併願せずに医学部を受験することは今になって考えると怖

いことですがあのとき決断を後押ししていただいたおかげで医学部合格という

当初は夢にも思わなかった形で受験を終えることができて本当にうれしく思い

ます。これからは自分の理想の医師になれるよう突っ走っていこうと思います。 

 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



香川大学（医・医） 合格  

小野 ゆたか君（東海高） 

 

 姉が KGSに入って１年で第一志望校に合格を果たしたため、私も高校３年生

の去年４月に入塾しました。 

 

 KGSの魅力は大きく分けて２つあると思います。まずは計画性です。KGSで

は初めに先生方と相談の上で１年の計画を作成し達成度に応じてそれを修正し

ながら学習をすすめていきます。計画性の無い人は成功しにくいし、常に志望

校合格という目標に向かってしっかりとした計画に従って学習していくことは

モチベーションを高く保つことにもつながると私は考えています。 

 次に、学習環境も KGS の大きな魅力の１つです。KGS では自分の目標に向

かってコツコツと頑張る人が多く、怠け者である私でさえも彼らに引っ張られ

て地道な努力を続けていくことができました。また、自習室には各自の専用席

が用意されているため自分の使いやすいように机をカスタマイズして使用する

ことができます。例えば本立てを置いたり、ゴミ箱をデコったり（笑）。 

 ここまで色々と書いてきましたが、つまり私の言いたいことは KGSなくして

私の現役合格はあり得なかったということです。一年間ありがとうございまし

た。 

 

 追伸 KGSは何の略だと思いますか？私は「K」必ず「G」合格「S」するぞ、

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



順天堂大学（医・医）、福岡大学（医・医） 合格  

加藤 万佐史君（東海高卒） 

 

 僕は現役時に自分の詰めの甘さから受験した大学に合格することができませ

んでした。しかし、KGSで一年間がんばったおかげで医学部に無事に合格する

ことができました。 

 

 浪人することが決まった当初は到底医学部に合格できるような成績ではなか

ったので自分と向き合う時間の長い KGS のシステムは自分の肌に合っていた

のだと思います。 

 

 僕が考える KGSの強みはたくさんあります。講師陣、授業や学習環境など数

え上げたらきりがありません。本当に最高の学習塾でした。 

 

 この合格は僕個人の力で得たものだとは思っていません。葛原先生、大谷先

生と杉山先生には学習面だけではなく精神面でもささえていただきました。ま

た、応援してくれて自分の周囲の皆さんにも感謝しきれない思いです。 

 

 これからも医師を目指して頑張っていきたいと思います。本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



酪農学園大学（獣医）、昭和大学 他合格  

林 夏加さん（南山女子高卒） 

 

 

 浪人が決まり、とにかく大手の予備校に拒否感のあった私のために両親が探

してくれたのがＫＧＳでした。 

 ＫＧＳの良いところはとにかく学習量の多さです。授業こそ多くはありませ

んが徹底した自学時間の確保のおかげで自分がやるべきことに時間を割くこと

ができました。また、自習室は個人の机が用意されているためとても落ち着い

て集中して学習することができました。 

 また、ＫＧＳは超少人数制のため講師陣が塾生個々の状況を全て把握してお

り、学習面でも精神面でも大きな支えとなりました。成績が伸び悩んだり思う

ような結果が出せず苦しんだ時期もありましたが共にがんばっている周囲の仲

間たちを見て「絶対に最後まで諦めるまい」と頑張ることができました。 

 先生方には本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



藤田保健衛生大学（医・医）、明治大学 合格  

S・S 君  

 

 

 葛原先生、大谷先生この１年間本当にありがとうございました！昨年私は試

験終了直後に浪人を確信し、塾探しをはじめました。 

 現役時に大手映像予備校に通ったものの、授業を受ける中で出てくる疑問点

を解消することができず、成果を出すことができなかった僕は、しっかりと自分

の抜けているところを見てくれる塾で学びたいと思い、KGS に入学しました。 

 

 私は数学が非常に苦手で昨年の得点開示にいたっては 200 点中 30 点程しか

とれておらず、非常に焦っていました。しかし葛原先生の指導どおり授業の予習

と復習にとにかく時間をかけ、完全に理解するまで問題に向き合うという事を

続ける事で、その数学も最終的には合格のラインにまで持っていくことができ

ました。また全然理解していなかった化学も授業で演習を重ね解説を聞くこと

によってどんどん知識を付け、得意科目にすることができ、その他の科目も授業

や、自由に借りられる膨大な数の参考書を使って成績を上げることが出来まし

た。 

 

 KGSがほかの塾に比べ優れているのはなんといっても先生と生徒の距離が近

いことだと思います。少人数制授業であることを活かし、先生方が授業中に頻繁

に生徒に答えや、導き方をきいてくださったので程よい緊張感を保ち、知識の再

確認をすることができました。 

 また、私は細かいところがとても気になってしまう所があったため、しつこい

くらい授業時間外にも質問を先生方にしていましたが、先生方は嫌な顔一つす

ることなく本当に長い時間対応してくださりして非常に助かりました。 

 それから、年中無休、24 時間開いている専用机のある自習室があることによ

って、現役の頃のように塾が午後からだからとダラダラしたり、今日は休んでし

まおうとか自分に言い訳することなく、一日 12時間以上の勉強時間を確保する

ことができ、塾にいるときは勉強、家では休むだけというメリハリのある生活を

送ることができました。さらに、KGSに入るるまでの境遇は違えど、どの生徒

も信じられないほど努力していて、その姿をみて不真面目な私でも諦めず頑張

ることができ、塾にいるときは勉強、家では休むだけというメリハリのある生活

を送ることが出来ました。 



葛原先生はよく「続けられない事をやるな！」と言っていましたが、本当なら続

けられないような受験生活を続けられたのは KGS のおかげだと思っています

(笑) 

 

浪人を決めたときこの塾を選んで本当に良かったと改めて今思っています。

１年間本当にありがとうございました！！ 

 



大阪医科大学（医・医）、聖マリアンナ医科大学（医・医）他合格 

 

K・W さん 

 
 私は以前医学部を目指して大手の予備校に通っていましたが、力を伸ばすこ

とができず一度他学部に入学しました。その後、一念発起して再び医学部を目指

すために大学を中退し、医学部専門予備校に一年間通いましたが結果は一次合

格どまりで最終合格はどこからもいただけませんでした。 
 
 年齢や経歴に関して不利になることもあるということはいろいろと調べる中

で分かっていましたが、その中で合格を勝ち取るためには圧倒的な点数を取る

ことが必要なのだと痛感しました。もう一年浪人を続けて自分がどこまで伸び

ることができるのか、また、伸ばすために自分をどのような環境におくのがよい

のかということを真剣に考えて、私は KGS に入塾することを決めました。 
 
 KGS は自分のやる気さえあればどこまでも学力をつけることができる塾だと

考えたからです。入塾後は合格を勝ち取ろうという姿勢を持てば持つほど背中

を押してくれることを強く感じました。医学部専門予備校は、授業数は多いもの

の生徒が各自でやるべきことに関しては本人まかせというところが多いですが、

私のように有無を言わさぬ点数を取ることを目指す人や難関校を目指す人にと

っては、自ら学ぶ姿勢を全力でサポートしてくれる塾のほうが実力が伸びると

私は思います。その点で KGS は私にとても合っていました。 
 
 入塾の段階でも、私の経歴を話すと敬遠する塾も多い中、葛原先生は私の目を

しっかり見て２次試験で合格できなかったことからくる不安を拭い去るように

話をして下さいました。そのおかげでとにかく自分にできることを全力でやろ

うと思うことができました。 
 
苦手としていた数学と化学も KGS の授業で扱われる良問を繰り返し解き、指

示された量の演習をこなすことで大きく実力を伸ばすことができたと思います。 
 

KGS は先生方と生徒の距離も近く、授業中には色々な刺激を受けることがで

きたので今までおろそかにしがちだった授業の予復習もこれまでで一番真剣に

取り組むことができ、また、問題演習の時には周りの仲間が真剣に取り組む姿を



みて自分もよい緊張感をもって取り組むことができたおかげで集中力が増し、

以前は気になって仕方がなかった鉛筆の音も気にならなくなり落ち着いて試験

本番に臨むことができました。 
 
自分の力に限界を感じたとき、その先の扉を開けるのは自分自身です。私にと

って KGS はそんな自分の背中を押して、さらに上に行けるよう支えてくれる存

在でした。一年間、つらいこともありましたが KGS でがんばって本当によかっ

たと思います。 
 
ありがとうございました。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



杏林大学（医・医）、聖マリアンナ医科大学（医・医）他合格 

 

M・U さん（浜松北高卒） 

 
 私は高校時代硬式テニス部に所属し、３年間部活に夢中になりすぎたことで

勉強との両立ができず、昨年は受験と同時に不合格を確信しました。当初は大手

予備校に通うつもりでしたが中高を通じて大手の塾に通ったことがなかったの

で悩んでいた際に出会ったのが KGS でした。最初は大学受験にはあまりに小規

模に感じた校舎と講師の少なさ、授業の少なさに不安を覚えましたが面談での

葛原先生の生徒に対する情熱に惹かれ入塾することを決意しました。 
 

KGS の良さはマイデスクに缶詰めとなり長い学習時間を確保せざるを得ない

ところです。朝早くから夜１０時まで１日１２時間以上の学習時間を確保する

ことが自分の中で自然と義務化されていきます。受験が終わった今、あれほど長

い時間同じ場所に居続けることを不思議に思いますが、いつも近くで無言のオ

ーラを放つ葛原先生の存在と仲間と過ごす自習室の居心地よさがあったからだ

と思います。また、授業数は少ないのですが葛原先生は毎日声をかけて下さりい

つでも相談に乗ってくださいました。また、成績が伸び悩んでいた時も先生の

「絶対いける！」という言葉に励まされあきらめずにがんばることができまし

た。 
 
結局先生の言葉に洗脳されていたわけですが、自信を失いやすい浪人時代に

は何よりも支えになりました。一年前には医学部を目指せるだけの学力が全く

なかった私が複数の医学部の合格を手にすることができました。先生方本当に

ありがとうございました。良き医師となれるようこれからも努力していきます。 
 
  
 
 
 
 
 
 



藤田保健衛生大学（医・医、愛知県地域枠） 合格  

T・M 君（名東高卒） 

 
 僕は高校時代に大変ハードな運動部に所属し、勉強は定期テスト前に一夜漬

けするくらいで日常的な学習はほぼ何もしていませんでした。また、部活を引退

して本格的に受験勉強を始めたのも高３の夏からだったので当然その年は「セ

ンターで半分とれるか？」という程度の実力しか身につかず入試本番は全敗で

終わりました。 
 
そのため、浪人が決定しても大手の集団授業の中でやっていける自信がもて

ずにいたときに手探りでたどりついたのが KGS でした。 
 
KGS の利点は沢山ありますが、中でもよかったのは「学習環境」です。この

塾は自学自習を重視するスタイルなので何不自由なく勉強だけに没頭できる空

間が完備されていました。また、ここで得た意識の高い仲間たちには日々刺激を

もらい色々な面でサポートしていただきました。この環境で勉強以外の物事は

極力切り捨てることができ、一秒でも無駄にしないような浪人生活が送れまし

た。 
 
葛原先生、大谷先生、清水先生には質問はもちろんのこと、僕が精神的に弱っ

ているときにも全力でサポートしていただきました。将来の悩みについても最

後の最後まで相談にのっていただき本当に感謝しきれない思いです。 
 
おかげさまで、自分でも見違えるほどの実力を一年で身に着けることができ、

医学部に合格することができました。幼いころからの夢であった「医師」という

職業に大きく一歩近づけたことを心から嬉しく思います。 
 
一年間ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 



富山大学（医・医） 合格 

山元 綾乃 さん（旭丘高卒） 

 
 私は昨年の３月から一年間 KGS で学びました。現役の時には大手の予備校に

通っていましたが自分の学習計画をどのようにたてればよいかわからず数学も

教科書レベルすら危うい状態で受験に臨み、失敗することになりました。 
 
 KGS に通うようになって先生方が教材の選択や学習計画作成などの相談に細

かく対応してくださったことや自分なりに学習方法を考えて学習を進めたこと

が今年の合格につながったと思います。 
 
 授業では頻繁に指名されたり予習の状況をチェックされるので途中で眠くな

るようなこともなく９０分間集中力を保つことができて大手の予備校に通って

いた時よりも多くのことが吸収できたと思います。 
 
 入試本番はあまり余裕があったわけではなく正に間一髪というところでした

が何とか合格することができて本当にうれしく思います。 
 
 先生方や共に努力した仲間たちには本当にお世話になりました。一年間あり

がとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

信州大学（医・医） 合格  

鴫原 飛翔 君 （菊里高） 

 

 私は昨年の３月から１年間ＫＧＳでお世話になりました。現役時代は大手予

備校に通っていましたが自分のレベルに合わない難しい問題ばかりに手をつけ

て、基礎を固める作業を怠ってしまいなかなか成績が伸びませんでした。 

 KGSの良さは主に、自習室と授業の質にあると思います。 

 自習室には一人一人に専用の机が確保されており、好きな時間帯に好きな分

だけ勉強することができ、とても助かりました。 

 KGSの授業では、予習が宿題として出され、それについて授業中に質問され、

また授業中に解く問題に関しても質問されるので、程よい緊張感で授業を受け

ることができました。（おまけに葛原先生の無言のプレッシャーもあるので、授

業中に間違えた問題がすごく印象深く残り、復習に役立ちました笑）授業で扱

う問題も良問ばかりで、数学・理科に関してはあらゆる分野を一様に勉強する

ことができました。先生方の解説も的確でわかりやすく、テンポがいいため９

０分があっという間でした。 

 自分は KGSに入った当初、授業で扱う問題が難しくて不安でしたが、授業の

予習・復習と基礎固めを繰り返したら、徐々に成績が上がり、授業にもついて

いけるようになりました。KGSでは比較的難しい問題をたくさん解かされるの

で、模試とかでぱっと見難しそうな問題が出題されも、落ち着いて解けるよう

になりました。 

 そんな自分もやはり、センター試験や二次試験の直前は、焦りと緊張で食事

量が減り、頭がおかしくなりそうでしたが、先生方がフレンドリーに話しかけ

て下さったので、気が楽になり、なんとか乗り越えることができました。 

 先生方には一年間、本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

 最後にこれを読んでくれている受験生へ 

 一年間本当につらいことがたくさんあると思うし、本番直前には焦りも出て

くるだろうけど、周りに惑わされず、先生方、そして自分を信じ、しっかり自

分のペースを保って勉強し続けてください。応援しています。 

 最後まで読んでいただきありがとうございました。 

 

 

 

 



 

 

藤田保健衛生大学（医・医） 合格 

山本 己徹 君（愛知高） 

 

 葛原先生、大谷先生、井田先生、約一年間お世話になりました。今は自分が

一番驚いているのですが、無事合格することができて大変うれしく思っていま

す。この一年間は本当に辛い一年間でしたが、葛原先生のおもしろい話で、辛

いときでも笑顔になることができたり、大谷先生のあたたかいふるまいによっ

て明るい気持ちになれたりしました。ぼくが学習のことで悩んで質問した時も、

井田先生や葛原先生に学習方法の相談にのってもらったり、わからないところ

を最後まで丁寧にわかりやすく説明してもらったりと、とても親切に対応して

くれました。また、センター試験では、自分は思うような点数がとれなくて、

不安に思っていた時も、葛原先生の「絶対に受かってこい！」という一言で、

まだ受験は完全に終わったわけではないし、こうなったら絶対受かってやると

いう気持ちになることができました。そして試験当日になって、とても緊張し

たのですが、最後まで諦めずに、時間いっぱい使って、とりあえず解答用紙は

すべて埋めることができました。一次結果発表で、ダメかもしれないとは思っ

て、浪人も覚悟したのですが、無事一次は受かることができました。二次の面

接では、補欠がもらえれば十分だと正直思っていましたが、正規で合格するこ

とができ、本当に夢のようでした。これからまだまだ医者になるまでの道のり

は険しく、長いものですが、合格できたことで自分に自信もついたので、自信

をもって頑張っていきたいと思います。本当に周りの人の支えがなければ勝ち

取ることができなかった合格でした。これからも周りに感謝して生きていきた

いと思います。本当にありがとうございました。お世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

愛知医科大学（医・医）、川崎医科大学（医・医） 合格 

佐藤 直弥 君（星城高） 

 

 私は高校時代、医学部に合格するには程遠い学力しかありませんでした。 

 そんな状況だったので KGSに入塾直後、授業についていけるか不安でしたが

葛原先生、大谷先生の丁寧な説明、雰囲気作り、頻繁に指名する授業スタイル

のお陰で医学部合格を勝ち取るのに必要な学力を身につける力になったと思い

ます。 

 また毎日１０時間以上 KGSの自習室で自習し、家ではリラックスするという

メリハリをつける生活を送れたのもよかったと思います。 

 浪人当初は浪人生活に耐え抜くことができるか不安で一杯でした。しかしこ

の浪人生活を乗り越えれば医師への道へと近づけると信じ、医学部合格のキッ

プを勝ち取ることができました。先生方本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

三重大学（医・医） 合格 

西村 春香 さん（南山女子高） 

 

 大手予備校に一年通ったものの成績は伸び悩み、不合格の絶望感と自分に対

するやるせなさでいっぱいであと一年やっても成績が伸びるのかと不安でした。

そんな中、私を必ず合格に導くと言ってくださった葛原先生と出会い、先生に

ついていこうとすぐに KGSへの入塾を決めました。 

 KGSの魅力の一つは自習時間の充実です。大手予備校のように毎日何時間も

授業を受け予復習に追われるということがなく、自習時間を十分に確保できま

す。実際私は朝の八時半から夜の十一時まで休みなく自習を続けられたことが

成績上昇につながったのだと思います。その際一年間の計画や解くべき問題集、

模試の結果まで親身に相談に乗ってくださったので毎日内容の濃い自習時間を

過ごすことができました。 

 また、先生方の授業も大きな魅力です。授業は生徒参加型で毎回疑問を残す

ことなく、たくさんの知識を吸収することができました。センター対策といっ

た基礎的なところから難問まで授業で扱ってくださるので確実に実力をつける

ことができ、入試本番では「KGSの問題をこなしてきたのだから自分に解けな

い問題はない！！」とまで思って実力を発揮することができました。 

 この一年は苦しい思いもたくさんして何度も涙を流しましたが、その度に先

生が励まして下さったおかげですぐに前を向くことができました。精神面でも

とても支えていただいたと思います。 

 KGSは本人のやる気さえあればどこまでも成績を伸ばせる塾です。KGSに出

会えていなかったら合格をつかめていなかったと思います。 

 

 最後に先生方本当に一年間ありがとうございました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

藤田保健衛生大学（医・医）、兵庫医科大学（医・医） 他合格 

Ｓ・Ｔ さん（千種高） 

 

 私は２年間ＫＧＳで学びました。当初は本当に基礎すらできていなかったの

ですが、ＫＧＳの最大の特徴である少人数の授業と１日１２時間以上の学習時

間の確保によって少しずつ、確実に実力をつけていくことができました。 

 私が途中で折れることなく最後まで頑張ることができたのは、先生方の支え

と周囲で同じように頑張る仲間の存在があったからです。最大の目標であった

医学部合格を果たすことができ、とてもうれしく思っています。 

 この２年間は受験のためだけでなく、人生において本当に大切なことを学ん

だと思います。周りの人に対する感謝の気持ちを忘れず大学でも頑張っていき

たいと思います。 

 

武居先生、山地先生、大谷先生、そして誰よりも私を支えてくださった葛原先

生、本当にお世話になりました。 

 

 



大阪市立大学（医・医）、大阪医科大学（医・医）他 合格  

M・N さん （南山女子高） 

 

 ＫＧＳには昨年の春からお世話になりました。その前は大手予備校に１年間

通っていました。ＫＧＳは大手に比べると規模は小さいですが、それが私には

合っていました。私の経験からみてＫＧＳの魅力は大きく分けて３点あります。 

 

①  非常に熱心に話を聞いたりアドバイスをしたりしてくださる先生がおら

れること。 

 

私は最初から志望校が決まっていたので、毎日どうしたら大阪市立に行ける

のかと考えていました。自分だけで考えてもやっぱりわからないのでやること

がわからくなったときは積極的に聞きに行っていました。さらに模試の結果な

ども必ずみていただきたくさん先生と話し合いました。 

 

②  想像を超えた自習室の充実があること。 

 

一人ずつの机が大きいです。自分の机で自分のタイミングで食事がとれるの

は初めは戸惑いましたが慣れると非常に良いシステムであるとわかるはずです。 

さらに、朝早くから夜遅くまで開放されていることは他塾にはあまりない点だ

と思います。 

私の場合、最初は９：００～２２：００で始め、徐々に長くして最終的には

７：３０～２３：００で使用していました。 

それくらいやらないとやるべきことは終わらなかったですし、勉強していな

いと不安でした。 

 

③  勉強について相談したり質問しあったりする仲間がいること。 

 

 

周りには毎日同じ空間で勉強する仲間がいて、モチベーションがあがり、ま

た、苦手な分野について得意な友人に聞くことができ互いに高めあうことが

できました。 

 

 



さらに私にとってありがたかったのはつらいときに葛原先生が何回も助けて下

さったことです。２浪目だったので今年こそ決めないといけないと思っていた

ので勉強と関係のないことのほとんどと距離をおきました。ＳＮＳはもちろん

削除しましたし、友人との連絡も絶っていました。だから、時々さみしくなっ

てつらくなることがあったのですが、そんな時必ず葛原先生が声をかけて下さ

ったからこそ最後まで走り抜けることができたのだと思います。 

 

初めのうちは自分が 2 浪することを受け入れられず泣きながら勉強していまし

たが、毎日自分が満足できるくらい勉強し続けたら第一志望校に合格すること

ができました。 

 

葛原先生とＫＧＳの先生方には本当に本当に心の底から感謝しています。葛原

先生がおられなければ合格はあり得ませんでした。 

 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



香川大学（医・医）合格 

Y・H 君（千種高） 

 

 私は現役時、一旦文系学部に進学した後医学部再受験を決意しました。1 年目

は自分なりに努力したてつもりだったのですが学力が届かず合格することはで

きませんでした。そして昨年の 4 月ＫＧＳに入塾してまず驚いたのは他の塾生

の勉強時間の長さでした。勉強は量より質とよく言われますが、私は質をどう

こう言う以前に量が全く足りなかった、努力が不足していたと痛感しました。 

 

 ＫＧＳの塾生は皆しっかりと勉強時間を確保しています。私も彼らにひっぱ

られるようにして勉強時間が増えていきました。それに伴い学力もついてきた

のですが一つ心配なことがありました。それは入試での面接点についてです。

再受験生や多浪生は特に気になる点だと思います。私は「再受験寛容度」など

をネットで調べまわって時間を浪費していましたが、そんなときに葛原先生に

受験校の選択や面接点について相談したところ「学科試験で有無を言わせない

点数をとれば全く気にする必要はない」という答えがかえってきました。今は

その通りだと思っています。ネットに上がっている情報は根拠のないものや信

頼出来ないものも多いので、そんなことをあれこれ考えるより学力をあげるこ

とに集中するべきです。 

 

 このように、勉強以外のことも気軽に相談でき、親身に対応していただける

点もＫＧＳの良い点のひとつだと思います。 

 

 再受験を決めたときにＫＧＳに出会えていればと今は強く思います。 

 

 先生方、一年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口大学（医・医）合格 

N・K 君（菊里高） 

 

駿台に二年間在籍していた僕にとって、正直、三年目の KGS での日々が辛く

て辛くて仕方ありませんでした。駿台とは違い、毎日朝早く来ないといけない

し、夜遅くまで残らないといけないピリついた雰囲気が塾全体にありました。 

一日も休めないし、寝坊も、だらけて早く帰ることも出来ませんでした。駿

台にいるときは、友達とご飯に行ったり、名駅を散歩して気分転換という名の

サボりをしてましたが、KGSの周りには何も楽しめそうなスポットがありません

でした。もー！本当に、辛いことしか思い出せません！！！ 

まさに勉強漬けの日々でした。 

  

 そんな辛い感情とは裏腹に、僕は三年目に成績がかなり上がりました。これは、

KGSの「学習環境」が僕みたいな自分に甘い人間をも勉強に向かわせたからでし

ょう。先に書いた、KGS独特の熱心さは、それだけ大きなメリットだと思います。 

  

 そして、そういう雰囲気になるのは、塾長の葛原先生をはじめとする、超アツ

い講師のご指導のおかげです。 

 僕は度重なる浪人でお金がなくて、授業は数学しか受けられませんでしたが、

そんな僕にでも、山路先生は物理の質問を分かりやすく教えて下さり、悩みを

聴いて下さり、すごく心強かったです！！！定性的な解法を伝えつつ、大切な

ところで、本質に立ち返って、微分積分まで掘り下げる先生と相性が合いまし

た。本当にありがとうございました！ 

  

 数学の授業について、大手よりも主体性を求められ、駿台では授業の予習サ

ボりマンだった僕でも KGS の予習はサボれませんでした。何よりも、僕が受け

た大学の数学の問題は４問中４問を三浪目に KGS で学び、４問中３問を解答用

紙で再現できました。アガリ症の僕でも戦えるように、授業で、それだけ実践

的な良問に日々取り組めていたのだと思います。 

  

終始葛原先生は怖かったですが、信じてついていって本当によかったです。 

  

 

 



入試本番の面接で、１・２年目と３年目で予備校を変えたのは何故かと聞か

れたときに、「自習量を確保する必要があり、そのために予備校を変え、am8:00

～pm22:00,23:00まで自習に取り組みました」と答えた瞬間、それまで KGSが辛

すぎて嫌いでしたが、そういう負の気持ちが一気に感謝の気持ちに変わりまし

た。僕一人では絶対にこんなに勉強できなかったと認めざるを得なかったから

です。 

  

  入塾するひとがもし読んでいるなら、一言だけ言わせてください。 

「めっちゃ辛いし、楽しいことは一つもないけど、必死に KGS についていけた

ら最後には合格できます。辛い日々も終わって初めて実は恵まれていたと知り

ます。頑張れ！！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



愛知医科大学（医・医）、獨協医科大学（医・医）他合格 

A・N さん（南山女子高） 

 

 私が初めてＫＧＳを訪れたのは入試を直前に控えた高３の１月でした。当時

の私は受験を甘く見ており医学部合格には程遠く、現役での合格はほぼ諦めて

いました。結局センター試験の得点率は７５％にも届かず、私立大学医学部も

１次で不合格となり浪人することとなりました。 

 そこから、ＫＧＳで過ごした１年間はとても濃いものでした。思い通りにい

かないことも多かったですし、塾に行きたくないと思ったことも何度もありま

した。しかし、そんなときは必ず葛原先生が相談に乗ってくださり助けて下さ

いました。 

 

 私は浪人するまで塾はどこでも同じだと考えていましたがこの１年間葛原先

生に何度も何度も精神面で支えていただきその認識が変わりました。先生方と

塾生との距離が近いことがＫＧＳの良い点の一つだと思います。受験において

は授業や学習環境も重要な要素であり、ＫＧＳはその点においても非常に恵ま

れていましたが何よりも精神面でのサポートを手厚く受けることができたのは

自分にとって大きなプラスでした。 

 

 この１年間で勉強以外のことも含めて学んだ多くのことはこれからの私の糧

となっていくと思います。 

 

 通い始めたころはひそかに監獄と呼んでいた場所が１年後には第２のホーム

になるとは思ってもいませんでした。 

 

 現役時代全敗だった私が、夢だった正規合格を複数の大学からいただくこと

ができたのは間違いなくＫＧＳのおかげです。 

 

 １年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 



広島大学（医・医）合格 

H・M 君（西尾高） 

 

 僕は予備校を探す際に、「大手に通ったが成績が伸びず、個別や少人数制の予

備校に通ったら成功した」という話をよく耳にしていたため、少人数制で面倒

見の良い予備校を第一条件としました。そして出会ったのが葛原先生、そして

ＫＧＳであり、面談時の葛原先生の熱意に魅かれ入塾を決めました。 

 ＫＧＳは自学を重視する予備校なので、何よりもまず自分自身を知ることが

必要です。僕は現役時代自分の計画性のなさを反省していたので先生にアドバ

イスをいただきながら計画を立て、進捗状況にあわせて随時調整していくとい

う方針で進めることで方向を間違えずに着実に力をつけることができました。 

 また、最初のころは自分に合った勉強法がわかっていませんでしたが、試行

錯誤を繰り返し先生方のご意見もうかがいながら毎日勉強する中で何とか確立

することができました。なかでも特に数学に苦手意識をもっていたので葛原先

生の指示を受けながらその克服に最も時間をかけました。そのおかげで得意と

は言えないまでも入試において戦うことができるレベルにまで向上させること

ができたと思います。 

 ＫＧＳの授業はコマ数は抑えられているものの、自分では見落としがちなポ

イントを鋭く指摘されるとともに深く理解するための鍵となる知識をどんどん

与えていただけるので非常に密度が高く充実したものでした。また、授業後、

その日学んだ内容についてじっくり考え抜く時間を取ることが可能なので一つ

ひとつ自分の知識としていくことができました。 

 センター試験の本番では思いがけない失敗を犯してしまい、挽回を目指した

２次試験も決して会心の出来というわけではなかったので、合格者の一覧の中

に自分の番を見つけたときは驚くとともに、受験に出かける前に葛原先生から

かけていただいた「センターでのビハインドがあるとしても君は間違いなく合

格する」という言葉が思い出されて改めて感謝の思いでいっぱいになりました。 

 「どんな場合も最後まであきらめず最後の１秒まで手を動かせ。」戦わないも

のに合格はあり得ない」という先生の教えを守って本当に良かったと実感しま

した。 

 

葛原先生はじめ先生方１年間本当にお世話になりました。 

 

ありがとうございました。 



愛知医科大学（医・医）、獨協医科大学（医・医）合格 

T・M 君（半田高） 

 

 私は大学に通いながら大学受験を目指す、いわゆる仮面浪人という形でＫＧ

Ｓに通い始めました。大学には前期は通い、後期は休学という形をとりました

が受験勉強に専念できた時間はＫＧＳの他の塾生の３分の２くらいではないか

と思います。 

 しかし、ＫＧＳは学習のための環境が整っていることと授業の質が非常に高

いため、この短い期間でも十分に成績をあげることができたのだと実感してい

ます。 

 ＫＧＳの良いところは少人数制で、かつ授業中に頻繁に発問され指名される

ことだと思います。現役時代、学校の授業で睡魔と戦っていた私にとって、Ｋ

ＧＳの緊張感のある授業は大変あっていたと思います。質問された内容は忘れ

ず覚えていることができるので指名して欲しそうな表情をして授業を受けると

よいかもしれません（笑）。 

 また、ＫＧＳは授業が選択制であることも非常に良い点だと思います。私は

大学に通っていたこともあり、特に前期は出席できる授業が限られていたので、

現役生対象の授業にも出席していました。授業内で現役生が解けているのに自

分が解けていない問題が出てきたりすると強い危機感を感じ、それが新たに自

分の勉強のモチベーションになっていました。現役生の授業に出席することで

１年間を通して危機感を感じながら勉強に取り組むことができたことが自分の

中ではとても大きかったと思います。１年間という長い期間の受験生生活の中

でモチベーションを高く保ち続けることは合格するために不可欠なことだと実

感しています。 

 浪人としての１年間は本当に大変でしたが先生方、そしてともに学んだ仲間

たちに支えられ何とか合格することができました。 

 ＫＧＳには感謝しかありません。１年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 



名古屋大学（医・医）、藤田保健衛生大学（医・医）合格 

I・H さん（明和高） 

 

私は昨年の４月から 1 年間ＫＧＳで学びました。 

 ＫＧＳでは、先生方との距離が近く、いつまでも気軽に質問ができることが

良かったです。また、自習室は何時でも使えるので、私は、毎朝６：４５に登

校していました。朝の静かな時間はとても集中でき、自分の生活リズムを崩す

ことなく１年間規則正しい生活を送ることができました。 

 先生方は積極的に声をかけてくださって、精神的にもとても支えられました。

二次試験前に不安でどうしようもなかった時にも、葛原先生が「絶対大丈夫」

と何度も励ましてくださったおかげで、最後まで戦い抜くことができました。 

 4 月の頃には雲の上の上の存在だった名大に合格できたことはＫＧＳにかよ

ってなかったらありえなかったと思います。辛くても強い心を持ってやるべき

ことをやり、頑張り続けることができたらきっと合格できます。 

 1 年間励ましあって頑張った仲間、お世話になった先生方、本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関西医科大学（医）、藤田保健衛生大学（医）他合格 

I・G 君（鶯谷高） 

 

僕は 1 年間大手の予備校に通いましたが、成績はあまり伸びず、一次合格を

得たのは１校だけという悲惨な結果でした。前年度の失敗から、授業の拘束時

間が短い所を探して、このＫＧＳを見つけました。 

各教科 1 週間に２コマずつ。短い時間でしたが、1 年間で必要なことはほぼ網

羅できました。授業中頻繁に指名されるので、内容を十分に理解した状態で授

業が進行します。また、先生との距離が近いので、ちょっとしたことでもすぐ

に質問して、疑問を解消できました。 

そして何より自習時間の量。１日１２時間以上机と向き合っていました。周

りが常に勉強しているため、「自分も頑張らねば」と非常に良い刺激を受けるこ

とができます。１年間の学習計画を年度の始めに作成し、それに従って勉強す

ることで、遠い先を見ず、目の前に集中できたこともよかったと思います。勉

強は量×質ときいたことがありますが、前者は間違いなく、このＫＧＳでクリ

アできると思います。後者についても内容面では間違いないと思うので、あと

は本人のやる気と集中力次第で成績もグングン伸びていくと思います。 

この 1 年間苦しくない日はありませんでしたが、非常に充実した日々を過ご

せました。そして最後には多くの合格をつかむことができました。 

ＫＧＳに出会えてよかったと心から思います。葛原先生、大谷先生、山地先

生、１年間本当にお世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三重大学（医・医）、藤田医科大学（医・医）他合格 

M・T 君（南山男子高） 

 

私は高１からＫＧＳに通っていました。現役の時は、限られた勉強時間で効

率良く学力を上げることに専念していたのですが、実力及ばず医学部には行け

ませんでした。 

しかし、浪人を始めて気づいたのは自分には確かな学力がついているという

ことでした。他塾から入塾した人には勉強で負けなかったし、次こそは絶対合

格できるという確信も持てました。それほどＫＧＳで学んだことは力強いもの

でした。 

ＫＧＳでは、（特に葛原先生は）浪人に厳しく、冗談かと思っていた一日 12

時間以上の勉強を本当に 365日続けないと粛清されます。当然家は寝に帰るた

めだけの場所になり、家族とよりも塾の仲間といる時間の方が長くなりました。

ですが、ＫＧＳの先生方はいつも頑張る塾生に寄り添って、心強い味方になっ

てくれます。また、授業も生徒にとってプラスになるように細かく調整してく

れるし、ＫＧＳで出会う問題はおもしろいものばかりで、発想や考え方は次に

出会う難問に活きてくるものでした。 

 本当にＫＧＳの先生方にはたくさんお世話になりました。感謝してもしきれ

ないほど、多くのことを教えてもらったし、学ぶことのおもしろさも教えても

らいました。 

 そして、先生方と同じくらいお世話になったのが自習室の私専用の指定席で

す。失意のうちに浪人生活が始まったあの日も、入試が終わり合格発表を待っ

ていたあの日も、私にとって最高の勉強場所であり続けてくれました。この場

所で今こうして合格体験記を書いていることが本当に幸せです。 

 ＫＧＳでの浪人は辛いものですが、同じ志を持つ仲間と切磋琢磨した日々は

一年が一瞬に感じるほどあっという間に過ぎた楽しい思い出です。 

 ＫＧＳに出会えて本当によかったです。 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜大学（医・医）合格 

T・Y 君（松本深志高） 

 

 僕は県外出身で県外の高校に通っていました。高 3のとき、センターの点数が

よくなくて、現役での合格が厳しくなり、予備校を探しているとＫＧＳを見つ

けました。ＫＧＳの特長である長い自習時間や、最初から決して簡単ではない

実践的問題を扱う授業、そして何より一度面談を行っただけで感じ取ることの

できる葛原先生の人柄に惹かれたため、大手を含む数多くの予備校からＫＧＳ

を選びここで 1年頑張ろうと決断しました。 

 授業の前に予習の出来や、一通り答えを確認した後に自分の解答がどのよう

であったかを先生が聞いて一人ひとりの状況を常に把握してくださり、また授

業中や夜遅くにも授業や自習の内容についての質問に丁寧に答えてくださった

ことで、苦手な分野もよく理解することができました。典型的な問題や落とし

てはいけない問題を答えられないと時には厳しく指導してくださり、もう間違

えないように重点的に確認することができました。 

 模試の成績も先生に見ていただいたり、相談にも乗っていただいたりと、勉

強だけでなく気持ちの面でも本当に支えになりました。また、受験直前はいつ

も以上に声をかけてくださり、緊張を和らげることができました。長い学習時

間により受験当日は緊張を自信に変えて臨むことができました。そして念願の

国公立大学医学部に合格することができました。 

 最後に、辛いことも苦しいこともありましたが、ＫＧＳの仲間や大谷先生、

武居先生、そして何より葛原先生に出会い 1年間一生懸命勉強したことは今後

の糧になると思います。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



愛知医科大学（医・医）、藤田医科大学（医・医）合格 

N・C さん（南山女子高） 

 

 私は高校２年生からＫＧＳにお世話になりました。入塾当初は中高一貫校にあ

りがちないわゆる落ちこぼれでした。しかし、ＫＧＳで勉強する習慣が身につ

いたことで学校の成績は飛躍的に上がりました。高校 3年生の夏までは他学部

を志望していたのですが、自分に自信がついてきて、努力次第で私でも医学部

に合格できるかもしれないと思い、志望学部を医学部に転向しました。現役で

合格することはできませんでしたが、国公立大学の結果発表が出て浪人が決ま

ったその日から毎日 8時半～23時という勉強時間を確保し、早いスタートをき

れたことで最初の模試から確実に結果を残すことができました。 

ＫＧＳの授業数は他の予備校と比べて少なく、また自習室は利用時間に制限

がなく、自分の席が決まっているので、質の高い授業を受けた後にそれを自分

のものにする時間を十分に確保できます。それ以上に魅力的な点は、親身に相

談に乗ってくださる先生の存在です。少しでも迷ったら相談して、その都度自

習内容を修正し、量だけでなく質も高めることができました。またセンター前

など精神的に切羽詰まった時には察してポジティブな言葉をかけてくださった

ので、その言葉には何度も救われました。 

 最後に、この一年で分かったことは合格するためにはひたすらやるしかな

いということです。そのための最高の環境を用意して下さったのはＫＧＳであ

り葛原先生をはじめとするＫＧＳの先生方でした。葛原先生は「自分が生徒を

合格させた」と思ったことは一度もないとおっしゃいますが、逆に私は自分の

力だけで合格を手にしたと思ったことは一度もありません。先生方には本当に

感謝の気持ちでいっぱいです。３年間お世話になりました。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名古屋市立大学（医・医）合格 

W・A 君（滝高） 

 

 約 2年前、私は 31歳で医学部受験を決意しました。仕事をしながらの受験勉

強となると勉強時間を確保できないのはもちろんのこと、長い間勉学から遠ざ

かっていたために集中力が全く続かずに、1日３時間机に向かうのがせいぜいで

した。当然ながら、最初の 1年間はほとんど何も出来ずに時間だけが過ぎまし

た。自分の考えが甘過ぎたことを反省しました。そして約１年前、ＫＧＳの卒

業生の方にこの塾を紹介して頂きました。私はすぐに連絡を取り、入塾を決め

ました。 

 私が思うＫＧＳの良かった点はまとめると以下の４点です。1つ目は学費です。

様々な予備校の中でも破格の費用で、私が自力でも１年間ギリギリ通うことの

できるものでした。必要な授業のみ受講できるシステムも良かったです。2つ目

は自習室の環境の良さです。１人ずつ大きい机を与えられ、常にライバル達に

囲まれている空間は、これ以上無いなど勉強が捗りました。自習室の使用の時

間に制限も無いのが、仕事を続けていた私にとって非常にありがたいものでし

た。３つ目は授業です。私は数学Ｔというクラスを受講していました。葛原先

生の授業は非常にハイレベルな良問を多く扱うため、とにかく勉強して周りに

取り残されることのないようにしなければ！と危機感を常に持っていました。

このクラスのおかげで年間を通してもモチベーションを高く維持することがで

きました。4つ目は、先生方との距離が近いのでいつでも質問や相談をできると

いう安心感があることです。私は特にチューターの井田先生に学習の相談や質

問をよくしていました。学習はすればするほど自信がつくと同時に不安が募る

ので、非常に大きな支えとなりました。 

 ＫＧＳに入塾し、仕事は徐々に減らしながら、私はかろうじて勉強との両立

をしながら、1年間過ごすことができました。結果、第一志望校の名古屋市立大

学医学部医学科に合格しました。国公立のみの受験で結果を出せたことは本当

に嬉しいです。 

 ＫＧＳに入っていなかったら私は途中で挫折していたかもしれません。お世

話になった先生方には本当に感謝しています。 

 

 

 

 



関西医科大学（医・医）、藤田医科大学（医・医）他合格 

S・H さん（向陽高） 

 

私は 2年間ＫＧＳに所属して念願の医学部に合格することができました。一

浪目の入塾当初は勉強の仕方もわからずどの大学も受からない偏差値３０から

の挑戦でした。入ってすぐに周りの人たちの勉強に対する熱量に驚き、部屋の

中では筆音が鳴りやまなかったことを今でも覚えています。そんな環境の中、

自身のレベルの低さを痛い程感じ焦りや不安から勉強時間の確保や基礎を疎か

にしてしまい、結果医学部は全て不合格になりました。確かに３月は辛かった

ですが、同時にこの失敗から得るものが山ほどありました。 

 そこで、一浪目のときに仲良くしてくれて受かっていった仲間の勉強ぶり、

勉強法、そして、ＫＧＳの活用の仕方など私との違いは何だったのか、私は今

年受かるために何をしたらいいのかを二浪目が始まる 4月 10日までに考えてい

ました。まずは、やはり基礎力の欠如が顕著だったので、英語の長文などは一

日一本は必ず読むと決め、理系科目や文法書は同じ問題集を夏前までに 3周し、

分からない問題もただ分からないだけで済ますのではなく、ここまでは理解で

きるけど次の発想はどこから出てくるのかというように出来るだけ突き詰めて

先生方によく質問して基礎力ＵＰに尽力しました。質問を重ねるにつれて先生

方が私の癖や苦手なことを把握して下さって対策がしやすくなり効率が上がり

ました。また、授業は指名してもらった問題の方が印象に残ったので、一浪目

の時は指名されるのが怖かったけれど、二浪目の時は当ててくれと毎回願って

ましたし、先生方も私の苦手なところを指名して下さったりして本当に為にな

りました。加えて、他の人に対する質問も頭の中で答えるようにして授業を有

効活用していました。 

 次に、夏頃ある程度色々な問題が解けるようになってきた矢先の模試で、あ

まり結果がふるいませんでした。自身も葛原先生ももう少し今の実力で点を取

れたのではという認識と現状とのギャップがあり、その原因を試験の緊張と制

限時間がある中で正確に正解となる答案を作れていない点にあると考えました。

そこで、第三者から見た正解をとにかく意識して先生方にかなりの量を添削し

て頂きました。その中でも、計算ミス、スペルミス、変な思い込みが多いなど

課題も見つかりました。そして、大分改善されたと感じた 11月頃の模試ではＡ

判定や志望校 1位など今まで見たことのない結果が出て驚く私を傍目に、葛原

先生が俺にしてみれば当然とニヤニヤしながら言っていたことが思い出されま

す。 



 しかし、センター試験で思うような結果が出ず国公立は残念でしたが、受け

た私大は全て一次を通り、三校全て合格を頂けたことは本当に嬉しかったです。 

 そして、周りの仲間に恵まれて、くじけそうなときに励ましあったり、笑わ

せあったり、勉強や入試のことについても相談し情報交換したりとなんとか二

年目を乗り切ることができ、感謝でいっぱいです。私のおふざけに付き合って

くれた人たちありがとーう！(笑) 

 また何よりも、よく凹んで泣いている私に「今やることをやるしかない」な

どいつも気にかけて励まし続けてくれた葛原先生には感謝してもしきれないし、

先生の熱い思いは塾の士気を高めていると思います。これからも幾度となく先

生に会いにＫＧＳに訪れてしまうと思います。大谷先生の親父ギャグ連発の授

業はとても好きだったし、大谷先生は最後のほぼ毎日提出していた自由英作文

の添削を丁寧に見て下さったり、山地先生が伝えて下さった「物事を一様にみ

るな」という助言は迷った際とても助けになりましたし、山地先生の熱血授業

と人生相談も良い思い出ですし、武居先生の毒舌授業は笑いつつも身が引き締

まったし、センター後も応援して下さったと、先生方には本当に感謝していま

す。家族の皆も支えてくれてありがとうございました。 

 最後に、この 2年間は色々な事を考えて自分も成長することができました。

そんな機会を与えてくれたＫＧＳに心から感謝！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本医科大学（医・医）、愛知医科大学（医・医）合格 

I・R 君（刈谷高） 

 

 合格体験記といっても、何を書けばよいかわからないため、自分のこの一年の

中で、合格に影響した良い点、悪い点、もう一度大学受験をするならこれをし

たい、と思う点を書いていきます。 

 まず良い点について。1つ目は塾の中に目標とする人をつくること。これは～

ヵ月に○○より○○（数学など）の分野で素早く正確に問題が解けるようにな

るというような目標を立てること。2つ目は、毎日英語を精読すること。これは

やって当たり前だと思います。3つ目は、自分に合った勉強法をみつけること。

これは楽をしろと言っているわけではなく、効率よく、長時間、最大限の集中

力で勉強した際に、最も成果を上げられる勉強法を見つけられるということで

す。 

 次に悪い点は、音楽を聴きながら勉強することがまれにあったことです。音

楽を聴きながら勉強が捗るはずもありません。 

 次に、もう一度大学を受験するならこれをしたいという点について。これは

本当に後悔が残るのですが、センターを受ける前に完璧に国公立の受験校を決

定することです。例えば、リサーチでＣ判定までなら○○大を受けるなどと細

かく志望校を決めていくということです。何故こうすべきかというと、センタ

ー明けの国公立の願書締め切り前は殆どの人が冷静な判断をできないからです。

自分も私立の一次がその時点で全て通っており、舞い上がっていて調子に乗っ

た結果、前期も後期もおちました。これから受験する人には、こんなマヌケな

ことをして欲しくないですし、後悔もして欲しくないです。 

 また、県外で受験する大学の数は多くても３つほどにすべきです。2次まで全

て通ると、疲労で本命の時に全力が出せなくなります。これは特に東京の大学

を受験する人に当てはまると思います。 

 塾には最高の先生と、気のいい仲間がいるはずです。その人達と協力して一

年間全力で努力できれば、合格に近づけるはずです。自分の行きたい大学に行

き、やりたいことができるよう頑張ってください。 

 

 

 

 

 



琉球大学（医・医）、愛知医科大学（医・医）他合格 

K・K さん（南山女子高） 

 ＫＧＳには 1年前の４月からお世話になりました。浪人が決まり予備校を探

していたとき大手も検討していたのですが、ＫＧＳを選んで心から良かったと

思います。 

 ＫＧＳの強みの一つに自習室の充実があります。生徒一人ひとりに固定の大

きな自習机が提供され、年中無休で好きなだけ勉強することができます。１日

最低１２時間以上の学習時間の確保が義務付けられていることが私には合って

いました。入塾した当初は集中力が続かずこの先やっていける気がしませんで

したが、先生と一緒に立てた学習計画のノルマを達成しようと毎日机に向かう

うちに慣れ、結局１日１４時間以上勉強していました。気が付けば自分の机が

一番落ち着く場所になり、入試直前に不安でいっぱいになっても自分の席に着

けば不思議と安心し、自信をもつことができました。 

 また、私がこの１年毎日楽しく過ごすことができたのも多くの合格をいただ

けたのもＫＧＳの先生方と仲間のおかげであることは言うまでもありません。

葛原先生をはじめ、どの教科の先生も質の高い授業をしてくださり、各々の質

問や悩みに親身に向かってくださいます。授業では指名され、周りの生徒との

差を実感させられることも多くありましたがそれが良い刺激となり予習復習に

一層身が入りました。 

 葛原先生は毎日声をかけ、笑わせて下さいます。どんなときも前向きで心強

い言葉をかけて下さったことに何度救われたかわかりません。私はそのたびに

志望校へのモチベーションを高めることができました。また、ＫＧＳではかけ

がえのない友人にたくさん恵まれました。一年間家族よりも長い時間一緒に過

ごしたのでお互いの不安な気持ちや悩みが痛いほどわかり、励ましあうことが

できました。 

 ＫＧＳで得られるものは学力だけではないと思います。先生方を見て私も将

来自分を犠牲にしてでも他人のために一生懸命に尽くすことのできる人間にな

りたいと強く思いましたし、この１年で身についた精神力や集中力はこの先の

人生において必ず役に立つと確信しています。ＫＧＳに出会えて本当に幸せで

す。この温かい環境と離れるのは正直とても寂しいですが、支えて下さった方々

に少しでも恩返しができるよう頑張っていきたいと思います。 

 どんなときも味方であり続けて下さったＫＧＳの先生方、仲間たち、家族に

は感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 
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