
かめやま  あゆむ 

みやざき  なる 

 この春、見事に第一志望の高校に合格し、
春から高校生となる３名に、チャンプに通っ
て印象に残っている事などを聞いてみました。 
 いつも通りに楽しく喋ってもらうはずだっ
たのですが、さすがに少し緊張していたか
な？苦情（悪口？）のような発言もあるかも
しれませんが、チャンプを愛してくれている
彼らならではの率直な感想です(汗) 
 

ごうだ  ひかる 



≪対談メンバー≫ 
塩釜本部校 教室長  キャサリン（菅野） 
東豊中卒         亀山 歩夢（かめやま あゆむ） 
塩釜一中卒        合田 暉（ごうだ ひかる） 
塩釜三中卒                  宮崎 成（みやざき なる） 

【チャンプの第一印象】 
ｷｬｻﾘﾝ：この３人の中でチャンプ歴が一番長いのは亀山君ですよね。覚えている 
               かどうかわからないけど、一番最初にチャンプに来た時の印象ってどん 
               な感じでした？ 
亀山：どういう･･････あんま覚えてないです。 
合田・宮崎：（笑） 
亀山：最初は親に無理矢理連れて来られたんで 
ｷｬｻﾘﾝ：無理矢理って（苦笑） 
亀山：初めは個別だったんですけど、毎回緊張してました。 
ｷｬｻﾘﾝ：授業中？緊張してたの？どうしてかな？ 
亀山：なんか、周りがすごい静かで、余計な事話したりとかしちゃいけないかなっ 
           て。 
ｷｬｻﾘﾝ：まぁ、先生が目の前にずっといるしね。 
亀山：はい。 
ｷｬｻﾘﾝ：宮崎君と合田君は３年生になってからチャンプに通うようになったんです 
            が、初めてチャンプに来たときはどんな感じでした？ 
宮崎：チャンプに来る前は、塾といえば「とにかく勉強！」っていうイメージがあっ 
           たんで、正直「うわぁ～、塾に行くのか～」って思ってたんですけど 
 

一同：（笑） 
宮崎：でも、授業を受けてみたらイメージが違って。学校の先生とは違う 
            んですよね。教え方とか。楽しくて、周りの人たちもイイ感じで面 
            白くて。 
ｷｬｻﾘﾝ：アハハ。生徒もね、個性的な人が多いからね。なるほど。 
               合田君はどうですか？ 
合田：宮崎君と一緒で、塾ってもっとツラい所だと思ってたんですけど、 
            意外と楽しくて。イジられることが多かったですけど。 
一同：（笑） 

【辛かったこと】 
ｷｬｻﾘﾝ：じゃあ、今度はマイナスな思い出も振り返ってもらいましょうか。 
               受験前って、たいへんなことも多かったとおもうんですが、一番 
                ツラかったのってどんな事ですか？ 
合田：ゼミとかで、１コマ１００分っていうことがあったりして、授業時間が 
           長いのがキツかったですね。学校での２時間分が休憩なしって 
            いうのが･･･ 
ｷｬｻﾘﾝ：そっかぁ。でも、１００分授業に慣れちゃうと、学校の授業とか、 
                ４５分・５０分授業って短く感じない？ 
合田：もう、チョロいっすね。 
一同：（笑） 
宮崎：受験前に、土日ゼミがあったじゃないですか。 
            あれで、毎週土曜日にテストがあるっていう 
            のが、「またテストか～」っていう感じでしたね。 
            あと、夏期講習の時はまだチャンプに通い始 
            め たばっかりで、わからない問題ばっかりで･･･ 
            でも、容赦なく自分が答える順番がまわってきたりして、 
            結構キツかったです（苦笑）単語のテストか何かで“finish” 
            って書くところを“fish”って書いてたり 
一同：（笑） 
ｷｬｻﾘﾝ：今じゃ考えられないよね。 
宮崎：ホント恥ずかしかったです。 
ｷｬｻﾘﾝ：まあ、でもね、その経験を乗り越えてきた 
           からこそ、合格できたわけだからね 
           亀山君はどうですか？どんなことが一番キツかった？ 

ｷｬｻﾘﾝ：それでは対談を始めたいと思うんだけど、まず、めでたく高校に合格し
た皆さんを代表して、誰かにダルマの右目を書き入れてもらうという儀式をした
いと思います。誰が書きます？ 
宮崎：じゃあ、俺が書くよ。 
亀山：じゃあ、俺がやるよ。 
合田：じゃあ、俺が 
亀山・宮崎：どうぞどうぞ。（Ⓒダチョウ倶楽部） 
一同：（笑） 
ｷｬｻﾘﾝ：では、合田君お願いしま～す。 
合田：＜ダルマにペンで右目を書く＞ 
宮崎：あ、まつ毛つけた（笑） 
ｷｬｻﾘﾝ野：黒目にまつ毛生えてるって（笑） 
ということで、無事にダルマに右目が入りました。拍手～ 
一同：パチパチ 
 



亀山：夏のマラソンゼミはキツかったです。朝早く起きて、チャンプに来るじゃない 
           ですか。で、お昼休みとかで休憩はできるんですけど、それが終わると 
           「あ～またか～」ってなって 
一同：（笑） 
ｷｬｻﾘﾝ：特に何日目くらいが一番キツかったかな？ 
亀山：（５日間のうちの）４日目です。最終日は「今日乗り越えれば終わりだ」って 
    いう感じがあったので、逆に短く感じました。 
ｷｬｻﾘﾝ：なるほどね。そんなキツいゼミを受け終わってから、自分が変わった 
     なって感じることってあった？ 
亀山：受ける前より集中力がちょっとつきました。 
ｷｬｻﾘﾝ：他の二人はどうですか？チャンプに入ってから、入る前と変わった 
       ところって自分で感じます？勉強に関することじゃなくってもいいけど（笑） 
合田：時間が短く感じるようになりました。 
宮崎：学校だと、正直、勉強するのがイヤだなぁ 
           と思ってたけど、チャンプだと学校とは違う 
           環境なので、勉強がちょっと好きになれた 
     かなと思います。 
ｷｬｻﾘﾝ：素晴らしいですね～。三人とも、きっと 
               高校に入ってからもバリバリ勉強して 
               くれるんでしょうね～。 
              チャンプで“勉強の楽しさ”を知ったわけだし。 
亀山・合田・宮崎：（苦笑） 
 

【高校生になったら最初にやりたいこと】 
ｷｬｻﾘﾝ：四月から高校生になるわけですが、今まで高校生といえばこういうこと 
                する～といったイメージがあったと思うんですけど、入学したら一番最初 
                に何をしたいですか？ 
                高校の制服も着て、学生証も持って、一番最初に何したい？ 
 
－ （沈黙） － 
 
一同：（笑） 
ｷｬｻﾘﾝ：シンキングタイムとりますよ～。悩んでいいですよ～。 
宮崎：寿司食べたい。 
一同：（笑） 
ｷｬｻﾘﾝ：寿司！ 
宮崎：「おめでと～」って。 
一同：（笑） 
ｷｬｻﾘﾝ：「入学おめでと～」ってお寿司を食べる。 
           なるほど、いいですね～。 
合田：電車に大人料金で乗る！ 
一同：（笑） 

ｷｬｻﾘﾝ：それ楽しみな事なの！？ 
合田：楽しみ。もう大人なんだなって。 
ｷｬｻﾘﾝ：そっか。中学は徒歩で通うから定期はないものね。でも、中学生も 
                交通機関は大人料金ですからね。あとは何したい？ 
亀山：俺は、まず、高校の制服を着て、「朝だ！！」って叫びたい。 
一同：（笑） 
ｷｬｻﾘﾝ：なんで制服着て叫ばなきゃいけないの？ 
亀山：いや、なんか、今までと違うじゃないですか。義務教育じゃないって 
            ところが。義務教育の壁を越えたっていう意味で、「朝だ！！」って。 
ｷｬｻﾘﾝ：大人の発言だね～ぇ。そうだよね。義務教育じゃないってことは、 
               自分で行きたいって思うから行くんだもんね。素晴らしい！ただし、 
               近所迷惑にならないようにね。 
一同：（笑） 

夏のマラソン合宿スナップ 

この後も、「チャンプの先生」「自分がチャンプで活躍したところ」など 
まだまだ会談は続きます。続きは、近日「チャンプの思い出」対談後篇 
として公開予定 



Ｒ・Ｓさん (松島中)  多賀城高校進学 

 私はチャンプで勉強できてよかった
と思いました。授業も楽しかったし、テ
ストをやったりして自分の実力を確か
めることができたのでよかったです。特
に苦手な教科を好きになれたので高校
でも苦手な教科を頑張りたいです。そし
て受験が近くなると、自分から自習をす
るようになって勉強が好きになりました。 
 なので、高校でも勉強を一生懸命頑
張り、行きたい大学に合格したいです。 

Ｙ・Ａさん (玉川中)  宮城野高校進学 

 高校を受験するうえで、勉強の面では
もちろんですが、心構えを教えてもらった
り、励ましの言葉をいただいたりと、精神
的にも大きな支えになっていました。受験
を終えた今だからいえることですが、や
はり受験というものは、最後は心の問題
になると思います。合格に向けて真っす
ぐ突き進もうとする塾の仲間の中で勉強
できたこと、そんな私達をいろいろな方向
から先生方が助けてくれたこと、受験合
格への道を照らしてくれたこと、感謝して
もしきれません。 

Ｈ・Ｓさん (玉川中)  多賀城高校進学 

 チャンプでは自分の学力とより近い
人たちと共に勉強ができて、自分の今
までの人生の中でも珍しい経験がで
きました。現在の自分の学力を知り、
目標を立てて勉強をして力をつけ、模
試に挑んで自分がどれだけ力を付け
たかを知ったときは喜びを感じました。
私がここに通い始めたのは三年生の
夏からですが、とても楽しかったです。 

Ｒ・Ｓさん (塩三中)  宮城野高校進学 

 七月に僕はチャンプに入塾しました。比
較的遅い方なのかもしれませんが、成せ
ば成ると信じて懸命に勉強をしました。普
段は仲間でも模試の際にはライバルと
なった友人達ともしのぎを削りました。成
績がともなわず、くじけそうになった時に
は先生方の力強いアドバイスに背中を押
されました。 
 チャンプで過ごした約八か月間、様々
な喜怒哀楽の中で自らを大きく成長させ
ることができました。携わっていただいた
全ての方々に感謝し、高校生活を充実さ
せたいです。 

Ｓ・Ｓさん (玉川中)  宮城第一高校進学 

 受験前日に軽くパスするようにカルパス
と、きっと勝つようにキットカットと、受験を
突破するように、トッポをもらい、やる気が
でて受験当日に全力をだせました。カル
パスとキットカットとトッポは今まで塾で勉
強してきたときのやる気がつまったものだ
と思いました。 

Ｓ・Ｈさん (玉川中)  仙台第三高校進学 

 チャンプにいるいろいろな先生にとても
迷惑をかけたことです。特に菅野先生
（キャサリン）には多くの質問をし、多くの
迷惑をかけました。その恩返しをこれから
はしていきたいです。 
 おそらくこれからも多くの迷惑をおかけ
しますが、高校でもチャンプをやるのでよ
ろしくお願いします。 

Ａ・Ｋさん (玉川中)  仙台二華高校進学 

 チャンプでは、授業を楽しく学ぶことが
できました。先生は授業中だけでなく、自
習の時でも分からないことがあれば、分
かりやすく教えてくれたので、家で勉強す
るよりもより深く理解することができました。
塾がチャンプで良かったです。ありがとう
ございました。 

Ｋ・Ｂさん (塩三中)  仙台高専進学 

 初めてチャンプに来た時、同じ教室の
人達の学力の高さに驚き、ついていける
のかなと不安でした。しかし、先生方の分
かりやすい授業で積極的に学ぶことがで
きました。ミスをすることもたくさんあった
けれど、友達が笑い飛ばし、フォローして
くれました。また、第一志望だった高専に
受かったのは、分からない所を教えてくだ
さった先生方はもちろん、個別で、数学に
特化して一対一で真剣に教えてくださった
大槻先生の力もすごく大きいです。今まで
本当にありがとうございました。 



Ｍ・Ｙさん (向洋中)  尚絅学院高校進学 

 私は、個別指導から集団指導に変えた
事を良かったと思っています。集団に入っ
た事で入試の雰囲気になれるようになりま
した。分からない所を丁寧に教えてくだ
さったり、いつも熱心に指導してくださった
りして自分の志望校に合格できました。ま
た、同じ教室の仲間と学力を高める事が
できました。高校に入っても自分を高めら
れるように精一杯頑張っていきたいと思い
ます。チャンプの先生方、最後まで分かり
やすい解説や熱心なご指導をありがとう
ございました。 

Ｋ・Ｏさん (玉川中)  利府高校進学 

 十一月から僕はチャンプに入って最初は、
全然なれなくて、あまり塾に来るのは、好き
ではありませんでした。 
 十二月と一月の冬期講習でいろんな人と
仲良くなることができました。それからは月、
水、金と来るのがとても楽しみになるように
なって、同時にテストの結果もどんどん良く
なっていって、僕は前期試験だったのです
が見事に合格しました。 
 チャンプには、本当に感謝しています。 

Ｒ・Ｋさん (玉川中)  利府高校進学 

 自分は、チャンプに二年半通った中で思
い出がたくさんあります。 
 まず、授業自体がおもしろいということで
す。授業がおもしろいと勉強の内容が入っ
てきてとても良かった事です。 

Ｎ・Ｍさん (塩三中)  塩釜高校進学 

 僕はなんとなく塾にはいれば頭が良くな
ると思い塾に入りました。勉強なんてやって
も意味がない、めんどくさいだけだと思って
いました。しかし、いざ授業を受けてみると、
「やらされている勉強」ではなく「自分から
やっている勉強」に変わっていきました。今
考えてみるとここまで自分を変えてくれたの
はチャンプなんだと実感しました。 
 みんな！！塾に入ろうと思っているなら
迷わずチャンプに入るんだ！！絶対後悔し
ないよ！！さあ、みんなも一緒に勉強しよ
う！！ 

Ａ・Ｋさん (東豊中)  塩釜高校進学 

 チャンプのおかげで、公立高校を合格す
ることができました。授業では先生たちが
熱心に指導してくださり、休み時間は、一緒
に楽しく過してくれておもしろかったです。 

Ｒ・Ｉさん (塩三中)  塩釜高校進学 

 ぼくがチャンプに入ったのは三年生
の十月の頃でした。自分はとっても勉
強が嫌いでほかの塾では、塾に行き
たい！！と言う気持ちが、まったく生
まれませんでしたが、このチャンプ学
習スクールでは、塾に行きたいと思う
気持ちが生まれ、塾がとても楽しく覚
えやすかったので、これからチャンプ
に入ろうかと思っている人達におす
すめします。先生方もノリがよくてとて
も面白い先生方なのですぐなじめる
と思います。ぼくはチャンプに入って
とてもよかったと思います。 

Ｒ・Ｓさん (塩三中)  塩釜高校進学 

 チャンプとは、英語で「Champ」日本
語で、勝つ、勝利するという意味です。
僕は、このチャンプ学習スクールに
通ったおかげで、受験というライバル
に勝利することができました。チャン
プに通うまでは、受験を軽視し、まだ
まだ時間はあると、受験を甘くみてい
ました。しかし、後になって、時間がな
い！と後悔しました。そんな僕を、合
格まで導いてくれました。自分の番号
を見つけたその時、僕はチャンプにな
ることができました。 

Ｈ・Ｇさん (塩一中)  塩釜高校進学 

 夏に友達に誘われて入ったのがこのチャンプでした。自分は特に英語と数学
が分からず点数はひどいものだったのですが、そんな時先生達は授業だけで
は無く個別でも勉強に付き合ってくれていました。それもあって40点以上も点
数が上がりました。そして受験当日に良い得点がとれました。チャンプは楽し
い授業でわかりやすいのでとてもオススメです。皆さんもどうでしょうか？ 

Ｍ・Ｓさん (塩三中)   

   聖ｳﾙｽﾗ学院英知高校type2進学  
  チャンプで仲間と一緒にはげまし合い、
競い合いながら勉強に取り組むことができ
ました。K子先生が遅くまでめっちゃわかり
やすく教えてくれて、ちょっとだけ英語が好
きになりました。キャサリン先生はこわくて
おもしろいです。チョコが大好きです。なの
に教えるのがうまくて、自分がわかるまで
教えてくれて、たくさんたすけてもらいまし
た。チャンプには素敵な先生と仲間がいま
す。ここで学ぶことができたことに感謝して
います。自分をみがくためにはチャンプ
へ！！！！！！！！ 

Ｈ・Ｙさん (塩一中)  東北高校進学 
 思い出１．楽しかった。 
 思い出２．いろんな事を教わった。 
 思い出３．キャサリンはおもしろかった 
 思い出４．いろんな人と友達になった 
 思い出５．勉強の楽しさをしった 
 思い出６．人生の中で一番楽しかった。 

Ｒ・Ｓさん (玉川中)  聖和学園高校進学 

  先生はいつも自分の苦手な所や分からない所を分かりやすく、そして分か
るまで時間をかけて教えてくれました。それぞれの先生が自分の気づかなかっ
た苦手な細かい部分にもどうしたら得意になるのかをアドバイスしてくれて苦
手な部分を少しずつなくしていく事ができ、成績も少しずつ伸びていくことが出
来ました。私は、自分の苦手な所をみつけてもらい、それを得意にしてくれた先
生方に感謝しています。 


