
 

 

 

去年 4月に開校 

2019 年度 

 

成績結果公開 

定期テスト 

【大成中・中 3山﨑心葉さん】 

 

【大成中・中3坪田葵梨さん】 

【2 学期期末】 数学 32 点 up!! 

英語 86 点獲得!! 

理科 96 点獲得!! 

【学年末】   理科 92 点獲得!! 

社会 12 点 up!! 

英語 86 点獲得!! 

 

 

【大成中・中3松田結花さん】 

 

【1学期期末】 理科 93 点獲得!! 社会 90 点獲得!! 

【2 学期中間】 理科 94 点獲得!! 社会 92 点獲得!! 

【2 学期期末】 理科 98 点獲得!! 数学 97 点獲得!! 

【学年末】   理科 100 点獲得!! 国語 90 点獲得!!  

社会 96 点獲得!!  

五科目平均 92 点獲得!!      学年3 位達成!! 

 

 

 

【大成中・中 3 田中柊くん】 

 

【2 学期期末】 理科 98 点獲得!! 

数学 89 点獲得!! 

社会 88 点獲得!! 

             英語 84 点獲得!! 

 

【塚口中・中 3八木悠圭くん】 

 

すべて入塾前との比較です!! 

【大成中・中 2前田陸人くん】 

 

【2 学期期末】 数学 13 点 up!! 

理科 16 点 up!! 

社会 26 点 up!! 

【学年末】   理科 22 点 up!! 

社会 38 点 up!! 

 
【小園中・中 2胡田圭吾くん】 

 

【2 学期中間】 英語 24 点 up!! 

数学 13 点 up!! 

理科 27 点 up!! 

【2 学期期末】 理科 20 点 up!! 

【学年末】   英語 13 点 up!! 

 

 

【2 学期期末】 理科 14 点 up!! 

 数学 89 点獲得!! 

社会 88 点獲得!! 

【学年末】   理科 93 点獲得!! 

 
(クラストップ) 

【2 学期期末】 数学 48 点 up!! 

理科 32 点 up!! 

社会 32 点 up!! 

【学年末】   国語 28 点 up!! 

社会 39 点 up!! 

 

（2 学期中間後入塾） 

 

（2 学期中間後入塾） 

 

（2 学期中間後入塾） 

 

（2 学期中間後入塾） 

 

（4 月より入塾） 

 

（2 学期中間後入塾） 

 

（8 月より入塾） 

 

【大成中・中 3岡本紗弥さん】 

 

【立花中・中 3 坪井啓雄くん】 

 

【大成中・中 3平田彩乃さん】 

 

【大成中・中 3川上実来さん】 

 

入塾してから最短で成績を上げます!! 

【2 学期期末】 社会 14 点 up!! 

数学 15 点 up!! 

理科 17 点 up!! 

【学年末】   理科 90 点獲得!! 

 

（2 学期中間後入塾） 

 

（8 月より入塾） 

 

【2 学期中間】 英語 26 点 up!! 

理科 16 点 up!! 

【2 学期期末】 数学 22 点 up!! 

理科 88 点獲得!! 

社会 16 点 up!! 

【学年末】   社会 20 点 up!! 

 

 

（2 学期中間後入塾） 

 

【2 学期期末】 数学 30 点 up!! 

          社会 23 点 up!! 

【学年末】   数学 26 点 up!! 

社会 39 点 up!! 

 

 （4 月より入塾） 

 

【1学期期末】 数学 29 点 up!!  

理科 61 点 up!! 

五科目 126 点 up!! 

【2 学期中間】 英語 23 点 up!!  

社会 26 点 up!! 

【2 学期期末】 数学 38 点 up!!  

 

 

  

【2 学期期末】 数学 25 点 up!!社会 95 点獲得!!【立花中・中 3田代くん】（2 学期中間後入塾） 

 
【1学期期末】 理科 57 点 up!!【2学期中間】 英語 29 点 up!!【2 学期期末】 数学 30 点 up!!理科 37 点 up!!【大成中・中 3K・Sさん】（5月より入塾） 

 
【2 学期期末】 数学 13 点 up!! 英語 14 点 up!! 理科 14 点 up!! 英語【大成中・中 2 村上晃瑛くん】（11 月より入塾） 

 
【2 学期中間】 英語 a14 点 up!! 英語 b16 点 up!! 社会 47 点 up!!【私立中・中 2S.K くん】（5 月より入塾） 

 
【2 学期中間】 国語 11 点 up!! 社会 11 点 up!! 【2 学期期末】 理科 17 点 up!! 社会 31 点 up!! 【学年末】国語 23 点 up!!【大成中・中 2S・Z くん】（8 月より入塾） 

 
【1学期期末】 数学 31 点 up!!理科 16 点 up!!五科目 47 点 up!!【2 学期中間】 社会 11 点 up!!理科 11 点 up!!  

 【学年末】 英語 34 点 up!!理科 28 点 up!! 国語 18 点 up!! 5 科目 73 点 up!!【塚口中・中 3 改井健太朗くん】（2 学期期末後入塾） 

 
【2 学期期末】 数学 21 点 up!!理科 13 点 up!! 社会 12 点 up!! 【2 学期期末】 国語 14 点 up!!理科 29 点 up!!【塚口中・中 3K.S くん】（2 学期中間後入塾） 

 

【2 学期中間】 理科 22 点 up!!社会 12 点 up!!【2 学期期末】 社会 18 点 up!!【学年末】 理科 25 点 up!!社会 17 点 up!!【塚口中・中 3Y.E くん】（8月より入塾） 

 

 

【2 学期期末】 数学 43 点 up!!理科 16 点 up!!社会 16 点 up!!【学年末】 英語 23 点 up!!理科 47 点 up!!【小園中・中 3 下山乙葉さん】（5月より入塾） 

 

 

上記以外の点数 UP 者を一部ご紹介!! 高校受験 6 名中 6 名が“第一志望”全員合格!! 
12 月の県統一模試時点で全員が 

・尼崎北高校 2 名 

・武庫荘総合高校 1 名 ・県立尼崎高校(教育と絆コース) 1 名 

・尼崎工業高校(電気) 1 名 ・向陽台高校 1 名 

大学受験にも強い!! 
・愛媛大学工学部(国公立) 1 名 

・兵庫県立大学看護部(国公立) 1 名 
・大阪工業大学工学部(私立) 5 名 

・近畿大学工学部(私立) 1 名 

・甲南女子大学人間科学部(私立) 1 名 
・武庫川女子大学看護学部(私立) 1 名 

Etc… 

・筑波大学理工学群(難関国公立) 1 名 

・北九州市立大学国際環境工学部(国公立)1 名 ・大阪体育大学教育学部(私立) 1 名 

合格率 30％以下からの  “大逆転合格劇!!” 

楽しく通いながら生徒と 2人 3脚で成績を上げます!! 

Etc… 

【学年末】    理科 88 点獲得!! 

             英語 86 点獲得!! 

 


