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〜先輩が語る　　 への第一歩〜夢夢

進学への道進学への道第３回第３回

第１部／先輩たちの合格体験談
第２部／芸能披露会
第１部／先輩たちの合格体験談
第２部／芸能披露会

【主　催】



【国立大学】
千葉大学／横浜国立大学／京都教育大学／山口大学／佐賀大学／
琉球大学（医学部医学科含む）

【公立大学】
※【私立大学】【専門学校】【高等学校】はホームページ（やいま塾 .com）にてご覧ください。

　ホームページURL  http://xn--n8j5fqa2502b.com/    QR コード

【小学生対象】  キッズ英語クラス（小1～小6）
　　　　　　  会話、ゲームを中心に、楽しみながら英語を学びます。

【中学生対象】  中1～3年クラス
　　　　　　 定期テスト、各種検定、高校入試対策を中心に、5教科（英語、国語、    
　　　　　　  数学、理科、社会）対応します。

【高校生対象】  高1～3年クラス
　　　　　　  大学・専門学校受験、各種検定対策を中心に、5教科（英語、国語、数学、
　　　　　　  理科、社会）対応します。
　　　　　　  センター試験や一般試験の学科指導のほか、志願理由書の作成、小論   
　　　　　　  文や面接、プレゼンテーション、ディベート、ディスカッションなど
　　　　　　  の指導も行います。
　　　　　　  ※その他、特殊な入試形式の方はご相談ください。

【社会人対象】　公務員試験クラス
　　　　　　　数的推理や判断推理など公務員試験特有の分野を中心に、2次の論
　　　　　　　 文（作文）や面接にも対応します。
　　　　　　   資格試験対策も対応できるものがありますので、詳細をご希望の方は
　　　　　　　 ご連絡ください。

◇授業内容◇◇授業内容◇

◇合格実績◇◇合格実績◇
第 3 回 進学への道

〜先輩が語る夢への第一歩〜

赤　嶺　萌百伽（国立山口大学）
宮　良　志　麻（関東学院大学）
新　本　友梨子（創価女子短期大学）
東風平　真　依（徳島文理大学）
嵩　本　明日香（産業能率大学）
前　盛　喜代佳（城西大学）
宮　良　恵　鳳（朝日大学）
上　地　梨　音（国立佐賀大学）

1. 座びらき （郷土芸能部OG）
2. 郷土芸能  （全員）
3. ダンス
4. キーボード×ギター
5. 歌  （全員）
6. カラーガード （カラーガード部）

<　休　憩　>
個別相談対応いたしますので、必要な方はお声掛けください。

第２部　芸能披露会

第 1 部　先輩たちの合格体験談

プログラム



大学に進学した先輩からのメッセージメッセージ

宮良　香帆さん（名桜大学　人間健康学部　看護学科）

　『意志があるところに道は開ける』皆さんの活躍を心から応援しています！！ぎばりよ〜！！

川口　和花 さん（京都教育大学　教育学部　発達障害教育専攻）

　大学は今までの環境と違い、色んな人とコミュニケーションをとることで自分自身の考え方や視野が広が

ります。受験勉強が実際の試験で役に立たないことがあったとしても大学進学後、将来的に必ず役に立ちます。

高校生活を楽しみながらも悔いのないように過ごしてください。応援しています！

野嵩　直哉 さん（大阪人間科学大学   人間科学部  理学療法学科）

　自分は大学受験の際、第 1 志望だった大学に落ちました。結果を見てみると最低合格ラインに程遠い点数

でした。そして今は、大阪にある大学に通っています。この大学は正直滑り止めで受けていた大学でした。

行く前はどんな場所であっても努力して自分の夢を諦めない気持ちでいっぱいでしたが、いざ入ってみると

勉強はかなり大変で追いつくので精一杯です。しかし、高校のとき大学受験という壁を乗り越えてきたので、

それをモチベーションにして今は頑張れています。大学受験を終えて1年が経ちましたが今でも受験で頑張っ

た時間は自分のモチベーションとして活躍しています。確かに受験勉強は大変でしんどいかもしれないけど、

きっと将来のモチベーションになるのでみんなで精一杯がむしゃらに頑張ってください！

 

仲舛　菜々子 さん（産業能率大学  経営学部　経営学科）

　将来の夢は決まっていますか？大学では、将来の夢が決まっていなくても様々な事に挑戦できるので自然

と視野が広がると私は思います。しかし、大学は高校と違い自分から行動しないと何も成長できず将来の夢

のヒントも得ることはできません。もしも、大学に入学したら自分のやりたい事、少しでも興味のある事に

は勇気を出して挑戦することを勧めます。最後に、、、大学は入試方法で決めるのではなく、行きたいと思っ

ている自分の本当の気持ちを優先してください！人生は一度きり！沢山の経験を自信に変えれる大学生を目

指してファイト！



宮良　志麻   （ 関東学院大学　　看護学部 ）

　本日はお忙しい中足をお運びいただき、ありがとうございます。進路ってどうやって決めればいんだろう。1

年前の私はそう思っていました。でも今は自分のやりたい事、夢がハッキリとしていて目標もあります。きっと

今日来てくれた方の中にもまだ進路が決まっていない人もいると思いますが、焦らなくて大丈夫です。自分の

やりたいことは決まるはずです。少しでも今日の話が皆さんの役に立てれば嬉しいです。本日はありがとうご

ざいました。

宮良　恵鳳   （ 朝日大学　法学部）

　今日は、お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。今回の自分の話で、受験をすることの大切さを

知ってもらえればとても嬉しいです。私は大学受験でプレゼンテーションを行い、プレゼンの仕方を習い、受験

からたくさん学ぶことがありました。なので、一回の受験でダメでも諦めず、後輩たちには何度でも挑戦して欲

しいです。そして自分の夢を叶えて欲しいです。

嵩本 明日香   （ 産業能率大学　経営学部）

　本日は忙しい中、足を運んでいただきありがとうございました。今回の私の話が、誰かの役に立てたら嬉しい

です。AO入試は筆記試験ではないからといって、決して楽なものではありません！ですが、挑戦してみるのも、

前に進む大きな一歩かもしれません。一般試験とは違って時期が早いので、計画的に！そして常に世の中のこ

とにアンテナを張っておきましょう！きっとあなたの想像力や知識を助けてくれるはずです。自分の夢や目標

に向かって、頑張ってください！

赤嶺 萌百伽   （ 山口大学　農学部）

　今日は私たちの話を聞いていただきありがとうございます。自分の未来は自分で決めることがいちばんで

す。もちろん周りからのアドバイスを聞き入れることも必要です。受験は合格だけを目指して頑張るのは難し

いことです。私は合格して先生にハグしてもらうために受験勉強を頑張りました。こんな感じで、頑張る理由を

作るのもいいかもしれません。受験にとってモチベーションづくりはとても大切な事です。今回の私の話がみ

なさんの役に立ってくれると嬉しいです。

あとがき～

1
8
・
1
9
日



上地  梨音   （ 佐賀大学 教育学部 ）

　今日はわざわざお越しいただき本当にありがとうございました。今日の私達の話が少しでも、受験勉強や進

路決定などの役立つことがあれば嬉しく思います。進路を決めることは決して簡単なことではありませんが、

いつかは自分の意志で決断しなければいけない日がきます。その時に妥協することなく自分自身が望む進路を

選択することが大切だと思います！ 1人で悩む期間も必要ですが、周りを頼ることも大事です！このことをど

うか忘れず頑張ってください！応援しています！

前盛 喜代佳   （ 城西大学　理学部）

　今日は、私たちの話を聞いてくださりありがとうございました。AO入試や一般推薦は、簡単なことではあり

ませんが、面接や小論文などは練習を計画的にしっかりとやれば、良い結果が出るはずです。どんなことにも最

後まで諦めずにがんばってください。自分の進路を自分自身で決めることはとても大切なことです。これから

どんなことをしていきたいのかを考え、悩んだ時は周りに相談し、自分にあった進路をみつけてください。

新本 友梨子   （ 創価女子短期大学　国際ビジネス学科）

　本日はお忙しい中、足を運んでいただきありがとうございます。

　受験生活は甘くなく、沢山の葛藤がありました。諦めたいと何度も思いましたし、塾の帰り道沢山泣きまし

た。しかし、自分と向き合っていく中で夢や目標がだんだんと明確になっていく感触がありました。

　勉強なんてテスト前日にしかやってなかった私が、平日は 8時間、休日は 12時間と死ぬ気で勉強できたの

はやはり目標があったからです。努力すれば、やった分結果として返ってくる事を身にしみて感じました。私は

これからの大学生活で壁にぶつかったとしても絶対に諦めずに頑張れると思います。

　受験生の皆さん。道は自分で切り開くしかありません。周りがどれだけ応援してくれていても、自分が変わら

なければ合格勝ち取れません。どんなに辛くても絶対に諦めない強い心と失敗しても立ち直る勇気を持って、

最後まで自分を信じ突っ走って下さい！！！！

東風平 真依   （ 徳島文理大学　看護学部）

　本日は足を運んでいただきありがとうございます。今日私が話したことが役に立つかはわかりませんが、少

しでも参考になったら嬉しいです。私は、この大学受験で『将来どんなふうになりたいか』『そのために大学でが

んばること』など自分のことや夢について真剣に向き合うことができました。それですごく悩んだり、ほんとに

この夢でいいのかこの大学でいいのか分からなくなったこともありましたがやっぱりそんな時は友人や家族、

塾の先生の言葉で頑張れました。なので、焦らず自分のペースでちゃんと行きたい！学びたい！と思う進路に

進んだ方が絶対に良いです！

～  講話者

ご協賛ありがとうございます



営業時間／11：00～14：00
定休日／日曜日

〒907-0023 沖縄県石垣市字石垣203

☎0980-82-7646

〒907-0011沖縄県石垣市八島町2-4

代表取締役社長

東風平　和 明
kochinda　kazuaki

（0980）87-5085ＴＥＬ／ＦＡＸ

mail：kochindateppen＠yahoo.co.jp
090-8407-0143携　帯

17：00～24：00

かりまた社労士
行政書士事務所

特定社会保険労務士

〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城 813

FAX.0980-87-5817
℡0980-87-5816

Mail : karimata.sg@coast.ocn.ne.jp

行政書士

狩俣  真由美

ファイナンシャルプランナー（CFP）

親しみ
やすい身近な相談役面倒見が良い大学

全国５位
就職に力を入れている大学 全国１０位
入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 全国１０位
※出典：大学通信「全国の高等学校の進路指導教諭が評価する大学/2018年度版」

“４年後、成長できる大学”
アクティブラーニングで学生が主体的に学び、

社会で活躍できる人材に！

産2006年に締結した石垣市との連携協定に基づき、特待生制度を
設けています。
石垣市にある以下の沖縄県立高校３校からの入学者については、
授業料が国公立大学と同額に減額されます。

沖縄県立八重山高等学校、沖縄県立八重山商工高等学校、
沖縄県立八重山農林高等学校

自由が丘という絶好のマーケティング基地を活用し、石垣島の特産
品を使った商品開発等、地域の魅力の最大限化に挑みます。地域・企
業とともに学生が“伸びる”プロジェクト授業です。

［お問合せ］　〒158-8630 東京都世田谷区等々力6-39-15
TEL 03-3704-1110

www.sanno.ac.jp/exam/
湘南キャンパス　  情報マネジメント学部
●現代マネジメント学科
マーケティング企画コース／スポーツマネジメントコース／ビジネスマネジメントコース／コンテンツビジネスコース

自由が丘キャンパス　  経営学部
●経営学科
グローバルコミュニケーションコース／ビジネスリーダーコース／ホスピタリティコース、ビジネス経営コース
●マーケティング学科

特待生制度　 

国公立大学と同額の授業料

地域創生プロジェクト　 

問題発見、課題解決力をつけるプロジェクト授業

産業能率大学は石垣市と協定を締結し、連携を深めています

授業料（年間）
772,000円

特待生授業料（年間）

535,800円

ご協賛ありがとうございます 保護者の皆様ご協賛ありがとうございます



大山歯科医院大山歯科医院大山歯科医院大山歯科医院
院  長　大山　佐千夫

●診察時間：午前9:00～12:30
　　　　　　午後2:00~6:30
●休 診 日：土曜・日曜・祝祭日

石垣市新栄町12-9
☎0980-82-1608

ほっと
もっと

GS

JAおきなわ
八重山支店

大山歯科医院

ハ ～ ゴ シ ゴ シ

歯 科 医 師

ご協賛ありがとうございます保護者の皆様ご協賛ありがとうございます



広告のチカラで島をゲンキに！

ホームページもご覧ください ! 検索ノードプレス

横断幕／のぼり

販促グッズ　　　

シール／ステッカー

AR 広告

石垣空港電照看板

その他印刷物全般

名刺／カード

フライヤー／ポスター

折込チラシ

封筒／伝票　　　　

パンフレット　　　

小冊子／記念誌

営業時間 9：00〜18：00 （月〜金）

〒907-0023  沖縄県石垣市字石垣159 2F

TEL 0980-88-6588 ／ FAX 020-4668-5650

E -ma i l : n o d e@k i n d . o c n . n e . j p

ノードプレス

スマホでアプリをダウンロードして

ロゴマーク　　 にかざしてみてください！

ご協賛ありがとうございます ご協賛ありがとうございます



ご協賛ありがとうございます ご協賛ありがとうございます
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主催／㈱まなびシード 後援／沖縄県高等学校 連合会
お問合せ／ ０３－５８７９－７４２０ ㈱まなびシード 久米忠史

沖縄の高校生のための

沖縄の高校生のためのおトクな情報を配信！

WWW.55shingaku.jp

ȀȼǵǸকւ

●▶ 検  索

シンガク図鑑公式 やってます!

進学に関する
情報を配信！

イベント情報を
いち早くお届け！

資料請求して
プレゼントをGET！

大学単位の
入試情報

奨学金ニュース
情報

NEWS!

大学独自
奨学金情報

¥

友達になる!
ID：55shingaku
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主催／㈱まなびシード 後援／沖縄県高等学校 連合会
お問合せ／ ０３－５８７９－７４２０ ㈱まなびシード 久米忠史

沖縄の高校生のための

沖縄の高校生のためのおトクな情報を配信！

WWW.55shingaku.jp

ȀȼǵǸকւ

●▶ 検  索

シンガク図鑑公式 やってます!

進学に関する
情報を配信！

イベント情報を
いち早くお届け！

資料請求して
プレゼントをGET！

大学単位の
入試情報

奨学金ニュース
情報

NEWS!

大学独自
奨学金情報

¥

友達になる!
ID：55shingaku



ご協賛ありがとうございます ご協賛ありがとうございます



広告のチカラで島をゲンキに！

ホームページもご覧ください ! 検索ノードプレス

横断幕／のぼり

販促グッズ　　　

シール／ステッカー

AR 広告

石垣空港電照看板

その他印刷物全般

名刺／カード

フライヤー／ポスター

折込チラシ

封筒／伝票　　　　

パンフレット　　　

小冊子／記念誌

営業時間 9：00〜18：00 （月〜金）

〒907-0023  沖縄県石垣市字石垣159 2F

TEL 0980-88-6588 ／ FAX 020-4668-5650

E -ma i l : n o d e@k i n d . o c n . n e . j p

ノードプレス

スマホでアプリをダウンロードして

ロゴマーク　　 にかざしてみてください！

ご協賛ありがとうございます ご協賛ありがとうございます



大山歯科医院大山歯科医院大山歯科医院大山歯科医院
院  長　大山　佐千夫

●診察時間：午前9:00～12:30
　　　　　　午後2:00~6:30
●休 診 日：土曜・日曜・祝祭日

石垣市新栄町12-9
☎0980-82-1608

ほっと
もっと

GS

JAおきなわ
八重山支店

大山歯科医院

ハ ～ ゴ シ ゴ シ

歯 科 医 師

ご協賛ありがとうございます保護者の皆様ご協賛ありがとうございます



営業時間／11：00～14：00
定休日／日曜日

〒907-0023 沖縄県石垣市字石垣203

☎0980-82-7646

〒907-0011沖縄県石垣市八島町2-4

代表取締役社長

東風平　和 明
kochinda　kazuaki

（0980）87-5085ＴＥＬ／ＦＡＸ

mail：kochindateppen＠yahoo.co.jp
090-8407-0143携　帯

17：00～24：00

かりまた社労士
行政書士事務所

特定社会保険労務士

〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城 813

FAX.0980-87-5817
℡0980-87-5816

Mail : karimata.sg@coast.ocn.ne.jp

行政書士

狩俣  真由美

ファイナンシャルプランナー（CFP）

親しみ
やすい身近な相談役面倒見が良い大学

全国５位
就職に力を入れている大学 全国１０位
入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 全国１０位
※出典：大学通信「全国の高等学校の進路指導教諭が評価する大学/2018年度版」

“４年後、成長できる大学”
アクティブラーニングで学生が主体的に学び、

社会で活躍できる人材に！

産2006年に締結した石垣市との連携協定に基づき、特待生制度を
設けています。
石垣市にある以下の沖縄県立高校３校からの入学者については、
授業料が国公立大学と同額に減額されます。

沖縄県立八重山高等学校、沖縄県立八重山商工高等学校、
沖縄県立八重山農林高等学校

自由が丘という絶好のマーケティング基地を活用し、石垣島の特産
品を使った商品開発等、地域の魅力の最大限化に挑みます。地域・企
業とともに学生が“伸びる”プロジェクト授業です。

［お問合せ］　〒158-8630 東京都世田谷区等々力6-39-15
TEL 03-3704-1110

www.sanno.ac.jp/exam/
湘南キャンパス　  情報マネジメント学部
●現代マネジメント学科
マーケティング企画コース／スポーツマネジメントコース／ビジネスマネジメントコース／コンテンツビジネスコース

自由が丘キャンパス　  経営学部
●経営学科
グローバルコミュニケーションコース／ビジネスリーダーコース／ホスピタリティコース、ビジネス経営コース
●マーケティング学科

特待生制度　 

国公立大学と同額の授業料

地域創生プロジェクト　 

問題発見、課題解決力をつけるプロジェクト授業

産業能率大学は石垣市と協定を締結し、連携を深めています

授業料（年間）
772,000円

特待生授業料（年間）

535,800円

ご協賛ありがとうございます 保護者の皆様ご協賛ありがとうございます



上地  梨音   （ 佐賀大学 教育学部 ）

　今日はわざわざお越しいただき本当にありがとうございました。今日の私達の話が少しでも、受験勉強や進

路決定などの役立つことがあれば嬉しく思います。進路を決めることは決して簡単なことではありませんが、

いつかは自分の意志で決断しなければいけない日がきます。その時に妥協することなく自分自身が望む進路を

選択することが大切だと思います！ 1人で悩む期間も必要ですが、周りを頼ることも大事です！このことをど

うか忘れず頑張ってください！応援しています！

前盛 喜代佳   （ 城西大学　理学部）

　今日は、私たちの話を聞いてくださりありがとうございました。AO入試や一般推薦は、簡単なことではあり

ませんが、面接や小論文などは練習を計画的にしっかりとやれば、良い結果が出るはずです。どんなことにも最

後まで諦めずにがんばってください。自分の進路を自分自身で決めることはとても大切なことです。これから

どんなことをしていきたいのかを考え、悩んだ時は周りに相談し、自分にあった進路をみつけてください。

新本 友梨子   （ 創価女子短期大学　国際ビジネス学科）

　本日はお忙しい中、足を運んでいただきありがとうございます。

　受験生活は甘くなく、沢山の葛藤がありました。諦めたいと何度も思いましたし、塾の帰り道沢山泣きまし

た。しかし、自分と向き合っていく中で夢や目標がだんだんと明確になっていく感触がありました。

　勉強なんてテスト前日にしかやってなかった私が、平日は 8時間、休日は 12時間と死ぬ気で勉強できたの

はやはり目標があったからです。努力すれば、やった分結果として返ってくる事を身にしみて感じました。私は

これからの大学生活で壁にぶつかったとしても絶対に諦めずに頑張れると思います。

　受験生の皆さん。道は自分で切り開くしかありません。周りがどれだけ応援してくれていても、自分が変わら

なければ合格勝ち取れません。どんなに辛くても絶対に諦めない強い心と失敗しても立ち直る勇気を持って、

最後まで自分を信じ突っ走って下さい！！！！

東風平 真依   （ 徳島文理大学　看護学部）

　本日は足を運んでいただきありがとうございます。今日私が話したことが役に立つかはわかりませんが、少

しでも参考になったら嬉しいです。私は、この大学受験で『将来どんなふうになりたいか』『そのために大学でが

んばること』など自分のことや夢について真剣に向き合うことができました。それですごく悩んだり、ほんとに

この夢でいいのかこの大学でいいのか分からなくなったこともありましたがやっぱりそんな時は友人や家族、

塾の先生の言葉で頑張れました。なので、焦らず自分のペースでちゃんと行きたい！学びたい！と思う進路に

進んだ方が絶対に良いです！

～  講話者

ご協賛ありがとうございます



宮良　志麻   （ 関東学院大学　　看護学部 ）

　本日はお忙しい中足をお運びいただき、ありがとうございます。進路ってどうやって決めればいんだろう。1

年前の私はそう思っていました。でも今は自分のやりたい事、夢がハッキリとしていて目標もあります。きっと

今日来てくれた方の中にもまだ進路が決まっていない人もいると思いますが、焦らなくて大丈夫です。自分の

やりたいことは決まるはずです。少しでも今日の話が皆さんの役に立てれば嬉しいです。本日はありがとうご

ざいました。

宮良　恵鳳   （ 朝日大学　法学部）

　今日は、お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。今回の自分の話で、受験をすることの大切さを

知ってもらえればとても嬉しいです。私は大学受験でプレゼンテーションを行い、プレゼンの仕方を習い、受験

からたくさん学ぶことがありました。なので、一回の受験でダメでも諦めず、後輩たちには何度でも挑戦して欲

しいです。そして自分の夢を叶えて欲しいです。

嵩本 明日香   （ 産業能率大学　経営学部）

　本日は忙しい中、足を運んでいただきありがとうございました。今回の私の話が、誰かの役に立てたら嬉しい

です。AO入試は筆記試験ではないからといって、決して楽なものではありません！ですが、挑戦してみるのも、

前に進む大きな一歩かもしれません。一般試験とは違って時期が早いので、計画的に！そして常に世の中のこ

とにアンテナを張っておきましょう！きっとあなたの想像力や知識を助けてくれるはずです。自分の夢や目標

に向かって、頑張ってください！

赤嶺 萌百伽   （ 山口大学　農学部）

　今日は私たちの話を聞いていただきありがとうございます。自分の未来は自分で決めることがいちばんで

す。もちろん周りからのアドバイスを聞き入れることも必要です。受験は合格だけを目指して頑張るのは難し

いことです。私は合格して先生にハグしてもらうために受験勉強を頑張りました。こんな感じで、頑張る理由を

作るのもいいかもしれません。受験にとってモチベーションづくりはとても大切な事です。今回の私の話がみ

なさんの役に立ってくれると嬉しいです。

あとがき～

1
8
・
1
9
日



大学に進学した先輩からのメッセージメッセージ

宮良　香帆さん（名桜大学　人間健康学部　看護学科）

　『意志があるところに道は開ける』皆さんの活躍を心から応援しています！！ぎばりよ〜！！

川口　和花 さん（京都教育大学　教育学部　発達障害教育専攻）

　大学は今までの環境と違い、色んな人とコミュニケーションをとることで自分自身の考え方や視野が広が

ります。受験勉強が実際の試験で役に立たないことがあったとしても大学進学後、将来的に必ず役に立ちます。

高校生活を楽しみながらも悔いのないように過ごしてください。応援しています！

野嵩　直哉 さん（大阪人間科学大学   人間科学部  理学療法学科）

　自分は大学受験の際、第 1 志望だった大学に落ちました。結果を見てみると最低合格ラインに程遠い点数

でした。そして今は、大阪にある大学に通っています。この大学は正直滑り止めで受けていた大学でした。

行く前はどんな場所であっても努力して自分の夢を諦めない気持ちでいっぱいでしたが、いざ入ってみると

勉強はかなり大変で追いつくので精一杯です。しかし、高校のとき大学受験という壁を乗り越えてきたので、

それをモチベーションにして今は頑張れています。大学受験を終えて1年が経ちましたが今でも受験で頑張っ

た時間は自分のモチベーションとして活躍しています。確かに受験勉強は大変でしんどいかもしれないけど、

きっと将来のモチベーションになるのでみんなで精一杯がむしゃらに頑張ってください！

 

仲舛　菜々子 さん（産業能率大学  経営学部　経営学科）

　将来の夢は決まっていますか？大学では、将来の夢が決まっていなくても様々な事に挑戦できるので自然

と視野が広がると私は思います。しかし、大学は高校と違い自分から行動しないと何も成長できず将来の夢

のヒントも得ることはできません。もしも、大学に入学したら自分のやりたい事、少しでも興味のある事に

は勇気を出して挑戦することを勧めます。最後に、、、大学は入試方法で決めるのではなく、行きたいと思っ

ている自分の本当の気持ちを優先してください！人生は一度きり！沢山の経験を自信に変えれる大学生を目

指してファイト！



【国立大学】
千葉大学／横浜国立大学／京都教育大学／山口大学／佐賀大学／
琉球大学（医学部医学科含む）

【公立大学】
※【私立大学】【専門学校】【高等学校】はホームページ（やいま塾 .com）にてご覧ください。

　ホームページURL  http://xn--n8j5fqa2502b.com/    QR コード

【小学生対象】  キッズ英語クラス（小1～小6）
　　　　　　  会話、ゲームを中心に、楽しみながら英語を学びます。

【中学生対象】  中1～3年クラス
　　　　　　 定期テスト、各種検定、高校入試対策を中心に、5教科（英語、国語、    
　　　　　　  数学、理科、社会）対応します。

【高校生対象】  高1～3年クラス
　　　　　　  大学・専門学校受験、各種検定対策を中心に、5教科（英語、国語、数学、
　　　　　　  理科、社会）対応します。
　　　　　　  センター試験や一般試験の学科指導のほか、志願理由書の作成、小論   
　　　　　　  文や面接、プレゼンテーション、ディベート、ディスカッションなど
　　　　　　  の指導も行います。
　　　　　　  ※その他、特殊な入試形式の方はご相談ください。

【社会人対象】　公務員試験クラス
　　　　　　　数的推理や判断推理など公務員試験特有の分野を中心に、2次の論
　　　　　　　 文（作文）や面接にも対応します。
　　　　　　   資格試験対策も対応できるものがありますので、詳細をご希望の方は
　　　　　　　 ご連絡ください。

◇授業内容◇◇授業内容◇

◇合格実績◇◇合格実績◇
第 3 回 進学への道

〜先輩が語る夢への第一歩〜

赤　嶺　萌百伽（国立山口大学）
宮　良　志　麻（関東学院大学）
新　本　友梨子（創価女子短期大学）
東風平　真　依（徳島文理大学）
嵩　本　明日香（産業能率大学）
前　盛　喜代佳（城西大学）
宮　良　恵　鳳（朝日大学）
上　地　梨　音（国立佐賀大学）

1. 座びらき （郷土芸能部OG）
2. 郷土芸能  （全員）
3. ダンス
4. キーボード×ギター
5. 歌  （全員）
6. カラーガード （カラーガード部）

<　休　憩　>
個別相談対応いたしますので、必要な方はお声掛けください。

第２部　芸能披露会

第 1 部　先輩たちの合格体験談

プログラム



進学で未来をひらこう !!進学で未来をひらこう !!

ホームページ

E-mail:yaima-jyuku@dt.rmail.ne.jpE-mail:yaima-jyuku@dt.rmail.ne.jp

公務員試験等各種資格試験対策公務員試験等各種資格試験対策

★指導内容★

（高校生、既卒生、社会人クラス）

★指導内容★

（高校生、既卒生、社会人クラス）

大学受験（学科、小論文、面接）AO•推薦入試対応大学受験（学科、小論文、面接）AO•推薦入試対応

詳細は、http://www. やいま塾 .com詳細は、http://www. やいま塾 .com

パンフレット制作・印刷 ：              ノードプレス　石垣市字石垣159番地 2F　☎（0980）88-6588
石垣市大川 41-5　TEL：82-7660

入場
無料大 川 公 民 館大 川 公 民 館2019 3/162019 3/16（土）（土）

〜先輩が語る　　 への第一歩〜夢夢

進学への道進学への道第３回第３回

第１部／先輩たちの合格体験談
第２部／芸能披露会
第１部／先輩たちの合格体験談
第２部／芸能披露会

【主　催】


