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今年も文理学院 高等予備校からも小中学部からも合格者多数！今年も文理学院 高等予備校からも小中学部からも合格者多数！
文理学院の大学実績はすべて現役通塾生です。
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24年連続No
.1

24年連続No
.124年連続No
.1

24年連続No
.1 後期受験者全員合格!!合格率100％

!合格率100％
!

京都大学
北海道大学
大阪大学
早稲田大学
東京理科大学

1
1
2
7
13

名

名

名

名

名

一橋大学
東北大学
山梨大学
慶應義塾大学
GMARCH

1
3
16
4
49

名

名

名

名

名

甲府第一高校【探究科】
甲府西高校【普通科】
甲府第一高校【普通科】
甲府昭和高校【普通科】
高専（東京・沼津）

5
9
6
32
17

名

名

名

名

名

甲府東高校【理数コース】
甲府東高校【普通科】
甲府南高校【普通科】
日川高校【普通科】
早稲田実業高校【普通科】

2
17
31
19
1

名

名

名

名

名

吉田高校【普通科】
都留高校【普通科】
富士河口湖高校【普通科】
都留興譲館高校【英理科】

76
45
40
9

名

名

名

名

東京工業大学
名古屋大学
都留文科大学
上智大学

1
5
10
1

名

名

名

名

135名 584名国公立
大学

私立
大学

3/10現在

定 員
40名南理5名甲府南高校理数科

定 員
40名

3/12現在

県立高校
普通科 369名

東京大学 理科Ⅲ類東京大学 理科Ⅲ類

小俣 龍太郎
富士学苑高校

　この度、東京大学理科Ⅲ類へ合格できて感無
量です。文理の先生方にはとても熱心にご指導
いただき、大変お世話になりました。先生方との
ご縁がなければ、ここまで来ることは無かったと
思います。とはいえ、まだまだ未熟な身ですし、
今回の試験に関して満足がいっていない部分も
ありましたので、これからも弛まずに反省を活か
して励んでいく心構えです。本当にありがとうご
ざいました。

東京大学 文科Ⅱ類東京大学 文科Ⅱ類

湯山　周
吉田高校

　私の志望校への合格は文理学院の先生方の
お力添えのお陰です。私は小６から高３までの
７年間、文理学院にお世話になりました。夜遅く
までの自習室の開放や志望校の問題に特化し
た対策授業などにより、万全の状態で試験に臨
むことができました。文理は志望校を本気で目
指す生徒に寄り添い、とことん伸ばしてくれる塾
であると思います。
本当にありがとうございました。

甲府南高校（理数科）甲府南高校（理数科） 後期入試後期入試

雨宮 日帆里
塩山中

　私は小学校1年生から約9年間、文理学院の先生
方に本当にお世話になりました。真剣に集中できる
環境と、毎回の楽しい授業のおかげで大きく成長す
ることができました。中学に入り、甲府南高校理数
科を目指すようになってからは不安な毎日が続きま
した。その中で、学習面でも精神面でも支えてもら
い、ここまで来ることができて本当に嬉しいです。高
校入試を見据えながらも、1回1回の定期テストに向
き合ってきて本当に良かったと改めて思いました。
文理学院と教えてくださった先生方に心から感謝し
たいです。

甲府第一高校（探究科）甲府第一高校（探究科）後期入試後期入試

赤池 和樹
山梨大学附属中

　僕は、小学4年生から文理学院にお世話になりま
した。授業は丁寧で分かりやすく、熱心に指導してい
ただきました。受験が近づくと入試問題を用いて対
策をしてくださり、他にもいろいろな場面でサポート
していただいたので、安心して受験し、無事合格する
ことができました。僕は以前コツコツ努力すること
が苦手でしたが、文理学院に入って、どうすれば勉強
を効率的に、継続してできるのかを教えていただき
ました。高校へ行っても、文理学院で学んだことを糧
に頑張って行きたいと思います。ありがとうござい
ました。

甲府第一高校（探究科）甲府第一高校（探究科）後期入試後期入試

山本 沙枝
上条中

　私は中学1年生の４月に文理に入塾し、3年間
継続して勉強に打ち込んできました。時には、思
うような結果が出なくて、辛く思った時期もあ
りました。そんな時でも私を助けてくれたのは
文理でした。わかりやすく、おもしろい授業をし
てくれた先生方や勉強につき合ってくれた友達
など、たくさんの人の支えがありました。だから、
この3年間頑張れたのだと思います。今まで私
を支えてくださった皆様本当にありがとうござ
いました。

吉田高校（理数科）吉田高校（理数科） 前期入試前期入試

渡辺 悠太郎
下吉田中

　私は小学5年生のときからずっと文理に通っています。5年
間、とても丁寧に教えてくださり、着実に学力を身につけるこ
とができました。文理の先生方が、毎回の授業で、学校では学
べないことまで楽しく教えてくださったため、楽しく塾に通う
ことができました。また、各種検定の取得や定期テスト対策な
ど、様々な場面で一人一人にあった対策をしてくれたことが自
信につながりました。さらに、進路のことで相談に乗ってくれ
たり、前期試験の面接練習や特色適性検査対策を充実させて
くれたりと、文理のおかげで合格することができたと思いま
す。5年間を通してたくさんのことを教えてくださった文理の
先生方に心から感謝しています。ありがとうございました。

山梨大学 工学部 コンピュータ理工学科山梨大学 工学部 コンピュータ理工学科

馬場 麗央
都留高校

　高校２年生の時に、文系科目を強化したいと考
えて、文理学院に入りました。そのおかげで、徐々
に一番点数の低い国語の点数が上がり、３年の秋
の模試では古典で満点を取ることができました。
また、文理学院はいつでも質問ができて、同じ目標
の仲間がいたので、気持ちも前向きに受験勉強に
取り組むことができました。その甲斐あって、セン
ター数ⅡBは95点をとることができ、第一志望の
山梨大学に合格することができました。文理に入っ
ていてよかったです。

慶應義塾大学 商学部 商学科慶應義塾大学 商学部 商学科

木村　薫
甲府南高校

　僕は中学校１年生の時に入塾しました。高校２年
の途中まで僕の成績は校内でも真ん中から下のほ
うで自分自身やる気も欠けていました。そんな中、
高等部の先生方から「今のうちから勉強しておい
たほうがいい」というアドバイスをいただいて、や
る気も少しずつ芽生えてきました。集団授業は勿
論ですが、個別対応もとても丁寧にして下さって、
そのおかげで成績も急激に上がり、このような結
果を勝ち取れたのだと思います。中等部、高等部の
先生方、６年間本当にありがとうございました。

合格までの道のりを、ともに歩んできた生徒たちの喜びの声合格までの道のりを、ともに歩んできた生徒たちの喜びの声

東京大学 理科Ⅲ類
文科Ⅱ類2名

合格おめでとう！

八王子学園八王子高校（特進）八王子学園八王子高校（特進）一般入試一般入試

尾形 千夏
上野原中

　私は私立高校を受験しました。公立高校とは
異なり、３教科の筆記試験と面接試験でした。面
接では入退室の仕方や挨拶等、動画を用いて教
えてくださり、繰り返し練習をしました。そのお
かげで入試当日は落ち着いて臨むことができま
した。筆記では何度も夜遅くまで過去問題の解
説を丁寧にしてくれ、自信につながりました。ど
んな入試形態でもしっかりと個々に対応してく
ださる文理の先生方にはとても感謝しています。

吉田高校(理数科)吉田高校(理数科) 後期入試後期入試

岩田 杏実
西桂中

　私は中学入学と同時に文理学院に入塾し、3
年間お世話になりました。入塾当初は、苦手な
科目の勉強から逃げてしまっていましたが、自
分のできないことに向き合うことの大切さを教
わり、苦手な科目にも時間をかけて勉強するよ
うになりました。その甲斐あって、入試ではどの
科目も自信を持って臨めました。この3年間で、
勉強に対する意識が大きく変わり、もっと多く
のことをより深く知りたいと思うようにもなり
ました。この気持ちを大切に、高校でも頑張りた
いと思います。

吉田高校(理数科)吉田高校(理数科) 後期入試後期入試

淺岡 幹泰
忍野中

　中学入学後、歓迎テストの結果が悪く、「このままで
はいけない」と思い、文理で勉強することを決めまし
た。文理に通うまでは、勉強する習慣が身に付いてい
ませんでしたが、文理の授業や定期テスト対策を通し
て、勉強の仕方がわかるようになり、テストで高得点を
取れるようになりました。また、文理には他の中学校か
ら通っている勉強への意識が高い人が多く、「負けた
くない」という思いから自然と勉強への集中力が高
まっていきました。文理のおかげで、自分を変えること
ができ、志望校に合格することができました。文理に
は、とても感謝しています。ありがとうございました。

日川高校(普通科)日川高校(普通科) 後期入試後期入試

雨宮 麻夏
一宮中

　私は、中学３年生の９月から文理学院に通い始めまし
た。それまでは、全く勉強に対する意欲が有りませんでし
た。しかし、文理学院の先生方のおかげで定期テストの点
数も上がり、もっと勉強を頑張ろうと思いました。でも、受
験はやはり不安で、第一志望の高校には入学できないの
ではないかと思い、志望校を変更しようと考えた時期もあ
りました。だけど、文理学院の先生方は、「自分に自信を持
ちなさい。」と、言ってくださいました。文理学院は、勉強だ
けではなく、しっかりと相談にも応じてくれます。私が合格
できたのは、文理学院のおかげです。受験に合格するため
には、文理学院に入塾することを本当にお勧めします。

吉田高校(普通科)吉田高校(普通科) 後期入試後期入試

三浦　光
湖北中

　私は小学校のときにあまり勉強をしていませんでした。基礎
ができていなかったので、中学校の勉強についていけるか不安
でした。そこで文理に入塾することを決意しました。文理の授
業は中学校の内容を先取りで、かつ丁寧に教えてくれます。そ
のため、学校の授業もすっと理解することができ、勉強を楽し
いと思えるようになりました。それでも教達検や入試前には不
安や苦しさを感じ、気持ちが折れそうになったときもありまし
た。そのときには先生方が温かい言葉をかけてくれたので、前
向きに粘り強く取り組むことができ、志望校合格を果たすこと
ができました。勉強には苦しさがつきものですが、「分かる」と
いう楽しさをそれ以上に体感させてくれたのが文理でした。

甲府南高校(普通科)甲府南高校(普通科) 後期入試後期入試

清水 俊吾
玉穂中

　私は中学2年の夏期講習の時に入塾しました。
初めは、「成績が上がらなかったらどうしよう」と
か、「先生が怖かったらどうしよう」という不安で
いっぱいでしたが、2学期の定期テストでビック
リするくらい上がってとても嬉しかったのを覚え
ています。先生方は、とても熱心にわかりやすく
教えてくれて、すばらしい塾だと思いました。今
の勉強に不安がある人は、ぜひ文理学院に入塾
したほうがいいと思います。私は、文理学院に通
うことができたおかげで、楽しい中学校生活を
送ることができました。

甲府南高校(普通科)甲府南高校(普通科) 後期入試後期入試

花形 文平
石和中

　最初、僕には家で勉強する習慣がありませんで
した。なぜなら家にはゲームやテレビなど様々な
誘惑があり、どうしても勉強に集中できなかった
からです。だから僕は、毎日塾の自習室を活用し
て少しずつ勉強する習慣を身に付けていきまし
た。その甲斐あって高いレベルの高校に合格する
ことができて本当に嬉しかったです。高校に入っ
てからも日々の努力をおこたらず勉強を続けて、
大学受験にも全力でぶつかれるよう頑張ってい
きたいと思います。

都留高校（普通科）都留高校（普通科） 前期入試前期入試

杉山 耕太
都留第二中

　私は中学入学と同時に文理に入りました。私は
それまで勉強があまり好きではなく、真剣に取り
組むことができませんでしたが、文理に入ってか
らは先生たちが優しくわかりやすく授業をしてく
れたので、勉強を楽しんでやれるようになりまし
た。また、前期入試対策では、各高校の前期入試
に関する資料をもらえたり、何度も面接練習をし
てもらったりして、しっかりと自信をつけること
ができました。そして、入試本番は万全の状態で
臨むことができました。前期入試後も、すぐに高
校内容の授業をしてくれて助かっています。

都留高校(普通科)都留高校(普通科) 後期入試後期入試

坂本 裕武
猿橋中

　私は後期入試に向けて、苦手な教科を集中し
て学習しました。苦手な所を一人で勉強すること
は大変ですが、出来なかった問題やわからない
問題を文理で丁寧に教えてもらい弱点を着実に
減らしていくことができました。できない所が
できるようになると次第に勉強が楽しくなりま
した。
 これまで支えてくれた文理の先生方には本当
に感謝しています。ありがとうございました。

甲府東高校(普通科)甲府東高校(普通科) 後期入試後期入試

村松　漣
甲府東中

　私が合格できた理由は、文理の先生方の熱い
ご指導があったからです。一年生の時、文理の先
生に内申点が本当に大事と言われたので、定期
テストを毎回頑張りました。三年生の定期テスト
は部活動と勉強の両立が難しく、成績が下がって
しまいましたが、文理の先生が「まだチャンスは
ある」と励ましてくれました。そして最後の長い
休みである冬休みでは、ほぼ毎日文理で勉強し
ました。その成果が実り、校長会テストで良い点
を取れました。三年間文理に通っていて良い事し
かありませんでした。本当にありがとう文理！！




