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大学受験生をお持ちのお父様•お母様ヘ ー汀お子様の生まれた日々“のことを覚えておられますか？「オギャ」と生まれて、「這えば立て、

立てば歩め」の 毎日毎日…。あの小さかったお子様は令幸せな未来に向かって、十代最後の高いハ ー ドルを飛び越えようとしています。

ハー ドルとは「大学受験」。お父様•お母様は、お子様のその挑戦と頑張りを固唾を飲んで見守っていらっしゃいます。

若者の特権は挑戦できること ー だから「若者よ挑戦せよ」一 私たちは、そう言いたい。お子様には、自ら設定した高い目標に挑戦し、ぶつ

かっていってほしい。チャレンジしてほしい。若い情熱を燃やしてほしい。そんなお子様を、私たちは「親身な指導」でカー杯サポー トします。

合格による①お子様の幸せは、②そのこ家族の幸せその ものです。それは同時に③私たち教職員の幸せでもあります。こうして、本校

小村
’

洋 が広く社会的に認知されていくことは④私たち教職員の家族の幸せにも直結します。そんな小さな幸せの集合体こそが⑤社会の幸せだと

思うのです。 私たちは、こうした小さな幸せづく りに全力投球したい 一 本校の基本理念 ＊ 幸せ五則心です。

実は、私にも18オと17オの2人の娘がいます。娘たちが生まれた日のことは、まるで昨日のことのようにありありと思い

出します。娘たちの 、志望大学合格→就職→結婚という幸せな未来を念じてもいます。勺幸せ五則中は一人の 父親としての

私自身の思いでもあります。このことを私は「不合格の法則vs合格の法則」に書きました。

今回はこの理念を、多磨ヨビで浪人生活を送り、 志望大に見事合格した生徒と、そのこ家族との対談で明らかにします。一
としてプロにお任せ→慶應へJ

（文）住谷映里佳さんの

小村「住谷さんは本校で浪人し、慶應大
合格。本校を選んだ理山を教えて下さい」
お母様「娘は親役時、日専、MARCH
など受験校全てに落ちてしまいました。

精神的にも落ち込んでいる娘のた
めに親は何もできないので、親として
「そうだ、プロにお任せしよう．／ 」 と、
チラシを見てこちらに伺いました。

少人数で先生との距離も非常に近く、先生方が全員ブロ講師で、自習室も
365日いつでも使えるのが魅力的でした。

早速、娘が体験授業を受けたところ、英語の授業がとても面白いということ
で、じゃ、こちらで英語の力をつけられるように頑張ろうと、入学を決めました」
小村「入学後はどんな変化がありましたか？」
お母様「ココと決めたからには一生懸命やるI と、すぐにやる気になったよう
です。英語の授業が面白かったことがモチベーションを上げていったのだと
思いますが、先生方が、性格面からも行動面からも、娘のことを非常にきめ

細かく見て下さっているなと感じておりました」
小村「小さな予備校なので、生徒一人ひとりの性格を掴み
やすいのです。合格通知が来た時、どんな様子でしたか？」
お母様「本当に、心から喜んでいました」
小村「私には「ピョンビョン飛ぴ跳ねました、文字通り」と話
してくれました。お母様はHを潤ませて泣きそうだったとも。
（中略）まさに、令幸せ五員Uぃの体現です。そんな幸せ作り
ができ、この仕事をして本当に良かったです」
お母様「この予備校で良かった、そのひと言に尽きます。
先生方が、娘をきめ細かくみて下さり、励まして下さい
ました」
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代表・小村⑮と、住谷さんのお母様⑮

且i 慶應（文）
住谷映里佳さん

（雄台小→八雲学園中•膏卒）

r不合椿の法則」 vs r合格の法則」
代表小村洋著匠

啓文堂書店、 丸善、 ネット書店
などで好評発売中！

アイシーアイ出版 1000円（税月」）

多磨ヨビを選んで、生徒はもちろん、こ父母からも喜びの声続々／これぞ項芦せ五則令

r情熱ある先生方と生徒の距離の近さで合格。多磨ヨビで浪人させて正解でした I/」

r 少人数の予傭校で、先生の目が生徒に届く」

明星大（教育）光岡那菜さんとお母様

小村「光岡さんは本校で浪人し、明星
大（教育）合格。現在、『何となく大学に
行く」 「何をやりたいかわからないけれ
どとりあえず行く」という生徒が非常に
多い中、光岡さんは、目標が明確です」
光岡さん「小学校の先生が夢です」
小村「それはどんなきっかけで？」
光岡さん「小学校で教えて頂いた先生
を見て「私も、ああなりたいI」と思いました。良い意味で生徒と距離が近く、
生徒一人ひとりに親身に相談にのり、他の先生にない魅力が沢山の先生でした」
小村「自分の将来や職業を見据えて、大学を選べる生徒さんは幸せです。お栂
様も、那菜さんを見ていて「応援したい」ってお気持ちになられたでしょう 」
お母様「危険を伴うことは注意しましたが、他は自由にやらせてきたので、そ
のまま夢に突き進んできたんだと思います」
小村「本校に入ったきっかけは？」
光岡さん「私は誰かから言われないとやらないから、予備校の先生に計画と

かいろいろ立てていただいて『頑張ろうかな」と」＇ 小村「それが、松田先生の ｀親身な指導..かな？」
光岡さん「そうです。松田先生の ‘親身な指導べ？合格

圃 できたと思います。本当に本当にお世話になりました」

闘公 ぉ母様「多磨ヨピは、少人数の集団で先生の目も届き、

｀ゞ江戸：悶塁孟芦）親身な指導②真剣勝負

明星（教育）
の少人数ライブ授業③年中無休の自習室です」
光岡さん「自習室は、いつばい使いました。ありがとうこ

光岡那菜さん ざいましたI」
（松が谷中→関東国際高卒）小村「本校の基本理念は清雇せ五員Uぷです（以下略）」

光岡さん〶とお母様⑮と、代表•小村⑮

r息子は羅問点をすぐ質問できた。それが勝因」

I ＼ンガリー冒立センメルワイス大（医）杉事：くんとお父様

小村「杉本くんは本校で浪人し、ハンガ
リー国立センメルワイス大（医）合格。

杉本くんが他校と比べて本校に決め
た理由は？」
杉本くん「先生と生徒の距離が近く、
質問もしやすかったからです。

学校の成績は真ん中くらいでしたが、
ここで勉強して次第に上がっていき、

代表・l」屯⑮と、杉本くん〶と、お父様⑮

霞後の方は、上位争いに食い込んでいくことができました」
小村「医学部に合格できた要因は？」
杉本くん「一度は青山学院大に入学したものの、やはり「医者になりたい」と
いう気持ちがあきらめられなくて、再度受験しました。

『あきらめないI」という気持ちが原動力になったと思います」
小村「お父様の思いを教えて下さい」
お父様「実は最初は、『小さな予備校なので，大手の予備校と比べて情報量
が少ないというデメリットが大きいのでは？』と思っていました。

しかし、先生方と話をして、先生と生徒の距離の近さ
の方が大きなメリットになると判断したんです。

結果的に息子が、分らないところをそのままにせすに
きちんと質問できた、それが合格への要因になりました。
これは、大手予備校では絶対に無理だったと思います」
杉本くん「先生方には、いくら感謝してもしきれません」
小村「本校の理念は嗜屏せ五員Uぷです。

J＼ンガリ一国立 すなわち、①合格した生徒さんの幸せ②そのこ家族の
センメルワイス大（匿）幸せ③講師の幸せ④そしてその家族の幸せ。そういう幸

杉本拓海くん せの集合体こそが、⑤社会の幸せだと思うんです。
慄紐小→郁市大付属中高卒） 杉本くんの合格は、まさに、情幸せ五員l令 の体現です」
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浪人生たちが、右の多磨ヨビの特長 1 2 3 を語ります。 釘’

この6人を含む多磨ヨビ生の合格体験記を無料送付します。＼
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多慶奮響

r水島先生の親身な指導で、國立大の厩学部に」

国立福井大（医） 1年谷田賦くん

府中在住の私は、HPで見た多磨ヨビに浪人の響、入学しました。当時の私
は自分に自信が持てま本番で実力を発揮できないダメダメな高卒生でした。

しかし入学後は、先生方と気軽に話ができるので、気
持ちも楽になり、何とか乗り切ることができました。

｀親身な指導コース 3 を選択していたので、先生方に
自分一人では決して出来ないスケジュ ール作成や模試
のケアに関して助力を仰ぐことで、浪人生活の根幹を支
えていただくことができました。水島先生・氷嶋先生・松
田先生・田中先生…本当にありがとうこざいました。

最後に、後輩の皆さんに一言。将来の自分の目的に全
カで突き進んで下さい。苦しい生活に耐えて、耐えて、耐
えきったところに明るい未来があります。頑張って下さい。

福井（医）
谷田武くん

（白糸台小→桐朋中•高卒）

r多塵ヨビを選んだ罰は、距離の近さと親身な指導」

青山学院大（文）1年豊田紗綾さん

浪人の春、家から近い多磨ヨビに入学。入学して、先生との距離が近くて
質問しやすいところが、「大手予備校とはダンゼン違う」と思いました。

浪人し、どの科目も現役時より点数は上がりましたが、
対 苦手だった世界史の伸び率は異常でした。センター試験談
馳 では、現役時より20点以上高い得点が取れました。
圃 多磨ヨビか覇身な指導コースベきは、一週閻に一度
公
闘 面談があり、先生と一緒に勉強の計画を立てることがで

玉凸 きました。大手予備校とは違い、実際に授業をして下さ
る先生が面談を行ってくれるので、私の弱点を把握して

青山学院（文） 下さっていたのがありがたかったです。

豊田紗綾さん 氷嶋先生・小手川先生・池田先生・長島先生・岡野先生、
（はるひ野I」＼→カリタス中•高卒）親身に指導していただき、本当に有難うこざいました。

「ゼロからのスタート／少人数ライプ援纂で合格」

横浜国立大（理工）1年深井友貴くん

母の知人の紹介で、多磨ヨビに入学。それまで全く勉強をしてこなかった
ので、全教科とも教科書レベルの知識もなかったが、少人数制なので、人に

聞くのが恥すかしい問題でも気軽に質問できました。
ゼロからのスタートだった僕は、初めて受験した模試

では全科目が偏差値40台。そこから授業を受け、分から
ない所は質問し、苦手分野を一つすつ漬していき、最後
に受験した模試では、偏差値が64 にまで上がりました。

水島先生の数学で難関大レベルの問題の考え方やバ
巴屯竺日・ ターンを学ぶことができ、高橋先生のセンター対策数学

横浜国立（肛） も役立ちました。安藤先生の英語でセンターから難関大

深井友貴くん までカバー出来る文法の知識を学び氷嶋先生の英語で
（七国中→聖バウロ高卒） 長文を読む時に必要な考え方を学ぶことが出来ました。

r 少人数ライブ援業で早•慶•明に合格できた」

慶應義塾大（経済）1年 S•Sくん

浪人の決まった春に家から近い多磨ヨビを選びました。入学してみるとア
ツと驚くほどの少人数のライプ援禦で、先生に質問に行き易く分らないと

ころを徹底して潰せる点に大きな魅力を感じました。
加えて、先生方には申し訳なくなるほど質問に答えて

いただいた上、添削までしていただいたので、全ての疑
問点を全て解消できました。

その結果偏差値も上がり、さらに模試にも出ないほ
どのハイレベルな問題に対応できるようになるなど、入
試に直結する実戦力を身につけることができました。

畢終的には、早稲田・慶應・明治に合格、先生方には感
謝の気持ちでいっぱいです。高橋先生・水島先生・氷嶋
先生、親身なこ指導、本当に有難うこざいました。

多磨ヨビの特長①②③
3つのポイントを動圃

名『尋力同 でこ紹介l

釦攀零！回．疇
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・
認宮＂丘が多磨ヨビ 』 が、①親身な指導

②真剣勝負の少人数ライブ援業
③年中無休の自習室にこだわる理由とは？

対談動画Iょm

HPで公開中
本校HPの、動画で見る 貝磁急思！
「多磨ヨピまるわかり」

→「代表との合格対談」内。

,
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慶應（経済）
S·Sくん

（大松台小→暁星中•高卒）

「浪人は家から近い多麿ヨビで。舞日闊から自習室」

東京椰立大（都市躙境）1年黒田力くん

浪人の春に多磨ヨビに入学。多磨ヨビを選んだのは、多摩センタ ーの自宅
からの通い易さ、365日すべて朝から夜まで使える自詈室、自詈後に授業

を担当する先生に直接質問できること、の3点でした。
多磨ヨピ入学後、世界史が大きく伸び、池田先生のお

蔭で歴史を流れで捉えられるようになりました。高橋先生
はいつでも質問に答えて問題集も教えてくれ、生物や数
学の成績が急上昇。氷嶋先生には英語は勿譲、他科目も
指導頂きました。木村先生は、硯代文の力をつけて下さっ
たのみなら吏国公立大受験の心構えを養って下さった。

受験は、心の持ちょうで合否が決せられるはすです。
これから受験する皆さんには、本気で取り組む姿勢と感
謝の心を忘れないでやりきってほしい、と思います。

都立大（昌）
黒田力くん

（東愛宕中→立川高卒）
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r自習室に毎日通い、 Eや D でも合格できた』

稟京藁科大（藁） 1年田名網友衣さん

多磨ヨピ入学時の苦手科目は数学と英語でした。数学の高橋先生の無料
体験授業を受けたところ、大変分かりやすく感動して、入学を決めました。

365日便える自習室があることや、いつでも先生が
いて質問が出来ることが、多磨ヨビの魅力です。私は毎
日のように自冒室で勉強し、自習中に分からなかったと
ころを先生にたくさん質問していました。

現役時のセンタ ーの結果は、数IAが3割程度、化学も
6割程度。模試も、第 1 志望の東京薬大はいつもD判定
かE判定。浪人して受けた模試でも畢後の最後までD判
定です。何度もやめたいと思いましたし、毎日がプレッシ
ャーでしたが、東京薬大へ行きたい意思は誰よりも強い
自信があって、その気持ちはいつも大切にしていました。

東京纂科（纂）
田名網友衣さん

（東愛宕中→芦花高卒）

『多磨高等予備校j（通称：多磨ヨビ）は、
多摩センタ ー にある小さな大学受験予備校です。
しかし、小さいからこそ、あなたの顔が分かります。
あなたの 名前を覚えます。あなたの学力もきちんと
分かるのです。

私はかつて、北は東北から、南は九州まで、全国の
複数の有名な予備校で教えていました。大人数教室
でのマイク授業でした。

� » 
授業中、150人教室の後ろのほうで一生懸命私の {t表 I」＼木寸洋

授業を聞いている生徒。「今の説明が理解できなくて困っているな」私にはそれ
がわかります。でも、マイク越しで 20メ ートル以上離れていては、何もできません。

ある予備校では、生徒が講師に質問したい場合は、所定の用紙に質問事項
を記入してから初めて講師と話すことができるシステムで、その質間も‘立って
行かのが原則でした。「質問時間が長くなりすぎるといけない」というわけです。
別の予備校では、講師が質問に答えるのは、次の出勤8且Pち 一週間後です。
私は時間に追われ、質間に充分答えきれないまま、空港や新幹線の駅に向か
わざるを得ませんでした。

こんなこともありました。移動の途中、駅や宿泊先のホテル前の道端で生徒と
おぼしき若者があいさつをしてくれます。でも、それが私にはとても空しかったの
です。なぜなら、あいさつしてくれた生徒の、名蔀も顔もわからないのですから。

三つとも、空しい思い出です。
「もうこんな思いは嫌だ！」「学力は教える講師と学ぶ生徒の感情の

総星によって決まるんだ！！」「そうだ、生徒の患遣いをすっと身近で感じ
られる少人数ライブ授業の予備校を作ろう ！！！」

平成10年、多磨高等予備校 は、こうして出発しました。

①プロ講師陣の親身な指導
少人数授業の予備校にこだわったので、「プロ講師には来てもらえないかも

しれない。もし、そうなら、潔く予備校をたたもう」そう覚悟を決めました。
しかし結果は「わかった。小村さん、やろうじゃないか」。
驚いたことに駿台の講師が、河合塾の講 師が、代ゼミの調師が•••みんな、

みんな、本当に安い給料で力を貸してくれたのです。
彼らもまた、生徒との心の交流に飢えており、生徒と身近な存在でありたいと

念じていたのです。これこそが、本校の「親身な指導 」の原点となりました。
初年度は生徒も少なく、成果も出ませんでした。「みんな、あんなに頑張った

のに。無名予備校の限界か…」体全体の力がガクッと抜けていきました。
しかし、二年Hの成果にはHを見張りました。四人しかいなかった理系の浪人

生は、それぞれ名古屋大、都立大、昭和薬科大、東洋大に合格。浪人文系、
現役も合わせれば、早慶、都立大、MARCHと続々と難関大合格を達成しました。

それ以降も、同様です。生徒と講師が互いに心を通わせられる授業の威力
に、私自身もアッと驚きました。

②あなたの疑問に即対応、教える私もフルパワ ー

ビデオなしマイクなし、クラス定員 10名台

真剣勝負の少人数ライブ援業
今、私たちの毎日は充実しています。「少人数ライプ授業」が実現したからです。
私たちの授業を、目の前の生徒がどんどん理解しどんどん吸収するのが

分かるのです。もちろん理解できなくて困っている生徒の様子もすぐ分かります。
私たちは、生徒のすぐ近くにいて、生徒やその疑間点に、授業内外を通じて

心を込めて向き合うことができます。個別面談も、じっくりと行うことができます。
そして、この面談の成果を授業の中に餅回毎回生かしていくこともできるのです。

そういう雰囲気の中、生徒の学力は、本人もビックリするほど伸びていきます。

③ 365日使える年中無休の自詈室
大手予備校講師の時、他にも納得のできないことがありました。
自習室が満席で入口付近で待たされることがあるのみならず、生徒にとって

‘ ここぞ、という時に自習室が使えなかったのです。電気代節約のためか、職員
のシフトのためか、H祝はもちろん平Hの夕方でさえ閉館されたこともありました。

そんな経験から、私たちは約束します。本校は、自習室を365日、朝9時
から夜10時まで開放します。あなたへの約束は100％守ります。

本校は、本館並びの「2号館自習室」(24席）と、多摩センタ ー駅東口1分
の「駅前自習室」(24席）という、二種類の自習室を用意しています。

自習室利用の待ち時間は常に0分。 「あなたの勉強部屋」として、どうぞ
存分に利用して下さい。自習室利用のために列をなして並ぶ必要はありません。

施設の豪華さ•生徒数では、大手予備校には、勝てません。
けれども、私たちは、今日、この場で次の3つをお約束します。

①授業を担当するプロ謂師による親身な指導
②ピデオなし、マイクなし、真剣勝負の少人数ライブ援業
③朝9時から夜10時まで使える、365日年中熊休の自習室

一この基本方針を、あなたの第一志望大合格のために堅持します。
2021年2月吉H 代表、＼｀木寸 弄
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京学芸（訓

保坂真哉くん
（和田中→立川高卒）
「自習室に、ほぼ毎日
通った。1年閻頑張
った成果が出せた」

菊地悠河くん
（青陵中→立｝1|高卒）
濤当に近かったので時閻
をうまく使えた。自転車冒
き扇があるのも良かった

センメルワィ元（匿）冒lI
H·Yさん 新倉亮佑くん 大浦茉子さん

（鶴牧中→駒場高卒） Clll所中→詔和第一学園高卒） （南大沢中→狛江高卒）
「蔓鴫1a長期戦。モチペーシ 「一浪目、大手予備校で失敗。「この予備校で仲良く
ョン維持と「絶対合格する」多唐ヨビの先生は授璽外 なった友達と励まし
という意窓が必要だと思う」 でも親身に答えてくれた」 合いながら勉強した

学
験

大
受

！� 
静岡（震）
中原諒大くん

（別所中→翔陽高卒）
I彰の一年鴎りに蒻を
かけたが、友人や先生達の

お匿で合格漫験は団体翡」

サッカ一部9•暉•--.•一-●●

高知（理工）
五十嵐陸くん

（諏訪中→拓大一高卒）
「行きたかった畜知大理
工学菰巣京国丸大、東洋
大も合格。先生方、有難う」

サッカー謳，・・一•一 • `9- -

早稲田（澁）中央（法） 法政（出l)
瀬古修平くん 野中諒くん 川村祐くん

（落合中→片倉高卒） （松木中→高卒認定•浪人）（調布四中→狛江高卒）
「食事恒厩・絹則正しい生活 「買生英語、小手Ill政経で、 l'ii3時の模試判定はEだ

に留意した。英語力の充実• 中大（法・経・商）、朗学 ったが、浪人し、Aに。単語
社会問題学習が早大対策」 （経）、受験校全てに合格」 等のIJ＼テストが良かった」

東京潟洋（攀）上響（外国昌）
井上智朗くん 飯島理加さん

（松が谷中→東京農大一高） （大妻多摩中→高）
「入学当初は、170人中、 「鈴木先生のリスニング
薮学130番、英語157番。とライティングの個別指
水麟学＄璽顆で請」 導で英検準ー級も合格」

／（スケット点ー／頃l---
立教（霜）
鈴木愛佳さん

（落合中→帝京大高）
「桧田先生の・ 親身な指導�
でヤル気が出た。英語の

成績もグングン上がった」

東京薬科（璽）
平野結菜さん

（松木中→拓大一高）
「倉田先生の優しく丁寧
なアドパイスのお蔭で
面接に自信が持てた
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閾格：
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成躍（文）箆
の
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山口華穂さんん
呻学園中→高）肴畠

「コロナ禍中、入試面接も難を
オンライン。多唐ヨビのう聞
指導で充分対応できた」 ゜力‘
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センター厭稟口改札が近道で
永山側の小さい改札口•啓文堂前）を
て、すぐ左のエレペーターで

階から1階に降りてから、徒歩
摩ニュータウン通り沿いの

摩センター郵匿局」の2Fです
冨ロゴVEノ�喜量

から1分 //rm亙桓斬2号饂／
民

（右奥から2’

薗自習室(3F) 、 ●且I 家
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※英語のみ一部最大で23名






