◆ ◇◆ １４２５
ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

《 ＬＡＰＩＳでの思い出 》
僕が初めてＬＡＰＩＳにきたのは五年前です。その中で一

◆ ◇◆ 少年ジャンプ
《 私を変えたラピス 》

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

今年はコロナの影響で、学校や塾に行けないまま中三にな

った。だから、
「受験生」という自覚が私には全くなかった。
ずっと自宅待機で、早く友だちと遊びたかった私は、勉強な

ど全くと言っていいほど、していなかった。そんな私を変え
たのは、ラピスでの夏の通い合宿だった。

合宿では、弱点克服を中心に行った。弱点克服なので、苦

ってよかったなと思っています。ＬＡＰＩＳは自分のもう一

ってみると、みんなと勉強するのが楽しくて時間が一瞬で過
ぎたように感じました。途中のイベントもすごく楽しくて行

か無理だし、行きたくないなー」と思っていたけど、実際行

なかった。私がわかるまで何回も何回も丁寧に教えてくれた。
そして、ようやく理解できたとき、ものすごく嬉しかった。

か理解することができなかった。そんな私を、先生は見捨て

何を言っているのかわからなかった。そしたら先生が、もっ
とわかりやすく教えてくれた。それでも私は、半分くらいし

なかった。実際に問題を解くも、わからなすぎてほぼ空白だ
った。質問してみても、基本ができていない私には、先生が

手科目を強制的にやらされる。本当にイヤでイヤでしかたが

つの家みたいで毎日楽しく通うことができました。時にはつ
らいときもあったけど本当に楽しい五年間でした。ありがと

番思い出に残っているのは三年生のときの合宿です。二年生
のときに、三年生になったら合宿に行くと聞いて、「徹夜と

うＬＡＰＩＳ。

私はスゴく感謝している。入試当日、全力で挑んで、三月五

なさんが、本当に楽しい一年にしてくれた。そんなラピスに、

そんな中、おいちゃんをはじめとするラピスのスタッフのみ

つのまにか受験生へと切り替わっていた。
今年は、本当にコロナで、思うようにいかない年だった。

ら、わからないところをわかろうとする心が、私の中に芽生
えていた。そして、自ら勉強しようという気持ちになり、い

また、時間を忘れるほど集中していたのだと思った。それか

ふと時計を見たとき、もうすぐ一日目が終わろうとしていた。
一問解くのにこんなに時間がかかるのだと、とても驚いた。

後輩たちへ。勉強嫌だなーとか受験めんどいなーとか思っ
てると思うけど、いざ始まると一瞬で時間過ぎちゃうから、
おいちゃんのこと信じて頑張ってください。不安になっても
必 ずＬ ＡＰ ＩＳ の誰か が支 えて くれ るから 自信 もっ て進 ん
でください。僕もどこかで応援してま～す。頑張れ～～
自分へ。今日で前期四日前、正直不安しかないけど、やっ
てきたこと信じて頑張れ！
頑張れ自分！負けるな自分

!!

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

になってくれる、かけがえのない人たちです。なので、ラピ

～後輩たちへ～
ラピスは、本当に変な人の集まりだけど、自分の心の支え

日、良い結果報告を持って、ラピスに帰ってきます。

進む！そうすれば、自然とＡＢＣもできる。意識しなくても
机へ向かう。いすをしまう。机上を整える。そうすれば心も

期 期末 終わ った ら私立 ！絶 対合 格る ！あと はひ たす らつ き

定 期テ スト で絶 対百点 の自 信を つけ る！合 宿で 勉強 のく せ
をつける！まだ基礎。あせるな！十月～十一月で応用！二学

けれど、それは毎年、だれもが同じ。まずは基礎を固めろ！

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

ス全員を信じて勉強頑張ってください！応援しています

◆ ◇◆ ＫＥＲＲＹ

を通したり、中学校での生活もあったりしたが、人生で一番

わる。先生たちからの楽しい話、みんなと一緒に夜を過ごし
た通い合宿が本当の過去のものになってしまう。正直、勉強

変わることができた。毎日、話して一緒に帰るようにもなっ
た。そんなＬＡＰＩＳでの生活もあと四日間でほとんどが終

Ｓである。ＬＡＰＩＳに入ってから、勉強面でも生活面でも

いる。中学校でも、学区等の関係でクラス以外の友だちが少
なかった僕だ。だが、人とのつながりをくれたのはＬＡＰＩ

ような気がする。その分、勉強面はもちろんのこと、生活や
人生のことについても多くを学ぶことができたと思う。

みは朝から晩まで塾で、ほとんどの時間を塾で過ごしていた

宿やクリスマス勉強会、元旦勉強会など楽しい行事も多く、
とても楽しみながら勉強をすることができた。休日や長期休

し、少し楽しみである。
今年はコロナがあり、大変な一年であったが、リモート合

いよいよ目前まで入試というものが迫ってきた。緊張する

《 入試に向けて 》

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

楽しかったのはこの受験期であったと思う。中学校に入って、
「あんな高校に行けたら良いな︙。」と思っていた高校もあ

ＬＡＰＩＳに入りたての頃は、偏差値が高くなく、定期テ
ストの順位も悪かったが、積極的に自習室に行くようになり、

◆ ◇◆ あさり

と一ヶ月で行く。ＬＡＰＩＳに入るときに「どんな高校に行
くのだろう︙。」という不安も今は自信に変わる。あんなに

とながら頑張ったと思う。だから、この努力と、今までＬＡ

〇％もなかった高校を今、志願していると思うと、自分のこ

苦 手だ った 質問 もでき るよ うに なっ た。当 時、 合格 率が 一

今、一年後が見通せない人は不安がつもっているだろう。

れを合格通知書に示すのはＬＡＰＩＳだ。

もやもやしていた一年前も、今は確信へと変わっている。そ

《 ＬＡＰＩＳに入って早二年 》
僕がＬＡＰＩＳに入ってから、早くも二年が経とうとして

整えられる。残りの三日も受験会場でも机を整えて感謝をし
て合格りたい。

!!

で応援し支えてきてくれた家族やＬＡＰＩＳの方々を始め、
多くの人に良い結果を見せて、笑顔を届けられるようにした

ＰＩＳで学んできた力を受験当日は、最大限に発揮し、今ま

いけれど、必死に頑張る。不安になったらＬＡＰＩＳの仲間、

入試が目前に迫ってきて、焦りを感じている。あと少し。
いや、まだある。この四日でどれだけ変われるかはわからな

これからも〝笑顔・拍手・感謝〟を忘れずに続けていく。

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

ラピスへの夢。 》

塾よりも良い塾だと思う。中三の夏期講習はすんごく長くて

ラピ スは 本当 に楽し いし ちょ っと 宗教チ ック だけ どど の

《

◆ ◇◆ なべたん

最後まであきらめずに必死で頑張って、不安なときはＬＡ
ＰＩＳの仲間や先生を思い浮かべてみて。頑張れ。

先生、家族を思い出そう。そして志望校に合格るんだ。
後輩たちへ

い。
入試まであと少し。最後まで踏ん張っていきたい。
これからの人生、
「授かった命を人の幸せに使う。」の言葉
を大切にしたいと思う。
後輩のみんなには、自分たちのために、一生懸命になって

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

くれる、このＬＡＰＩＳで頑張ってほしい。

◆ ◇◆ ゆ
《 ＬＡＰＩＳで変わった 》

私がＬＡＰＩＳに入ったのは中学二年生の秋だった。その
ときは学校で友人関係が上手くいかなくて、全然笑えていな

本当にラピスで 良かったと 思う。合宿で朝

毎日監禁状態じゃん、とかグリムにつられてラピスに入った
からまじではめられたな、とか思ってたけど今思うと全然そ
んなことない

楽しかった

神社に初詣に

!!

かった。でもＬＡＰＩＳに来たら、みんな笑顔でいるし、授
業も楽しくてたくさん笑えた。そんなＬＡＰＩＳが大好きだ。

なで話すんだから間違いない

早 くか ら起 きて ずっと 勉強 とか 中々 できな いこ とし たし イ
ベントもいろいろあって楽しかった。今でも思い出してみん

!!

ィ って いう 言葉 は座右 の銘 にし たく なるぐ らい 気に 入っ て

宗 教チ ック なと ころも 実は 好き なと ころ！ セレ ンデ ィピ テ

も行ったしクリスマスに過去問パーティもした。一年でいろ
んな思い出ができた。ラピスはイベントが多いのが良いけど

!!

今、中学三年生の受験まで、あと四日の日。自分でも驚くく
らい毎日笑顔でいる。この二ヶ月は毎日ＬＡＰＩＳに来た。
ど んだ け疲 れて いても ＬＡ ＰＩ Ｓの 仲間に 会う と元 気に な
れたし、ＬＡＰＩＳの仲間も頑張ってるんだって思ったら自
分も頑張れた。このＬＡＰＩＳの仲間は、この先場所は違っ
ても心の中でずっとつながっていると思う。ＬＡＰＩＳで一
生の仲間に出会えた。おいちゃんがいつも言っている〝笑顔
は人を幸せにする最高の薬です。〟はまさにその通りだろう。

(^^)

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

いる。セレンディピティって思うだけで自分に正しくなれる

うから、自分を信じてがんばりたい。色んなプレッシャー

でも、今まで頑張ってきたことは何一つ無駄にならないと思

《 学問のすゝ
め 》

組ではなく、五組として。五組というのは定期テストで良い
点でなくても一組に無条件でいれるということです。これは

僕は一組のクラスで勉強をさせてもらいました。正式な一

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

気がするし実際いろんなことができる。信号をちゃんと渡る

ころです

っかり洗脳されたなーと思っている。ハロウィンパーティと
かスキー＆スノボスクールとか、楽しい経験をＬＡＰＩＳで
たくさんしてきたけど、算数特訓とか〇〇お勉強パーティみ
たいな、めんどうくさくてしんどいこともたくさんあった。
ＬＡＰＩＳに通ってきた約五年間で、何度もやめたくなった
り、つらくて泣いたりしたけど、今の私がいるのはＬＡＰＩ
Ｓのおかげだ。宗教みたいで変わっているこの塾が、なんだ
かんだ大好きだ。ただ家から近いっていうだけで選んだ塾だ
ったけど、ＬＡＰＩＳに入って本当に良かったと思っている。
今この作文を書いていて、もう目の前に前期入試がせまっ
ていることがすごい実感させられて、割と緊張している。

えるぞ！（経験者は語る）それと、Ｖもぎとかで点取れない

入試本番、焦ると思うけど、落ち着いて。焦るとわかるも
のもわからなくなるし、私立とか特に、マークする場所間違

後輩たちへ

いつも心に太陽を。セレンディピティ。
明るい未来を築いてけ～！

実させることが目標です。頑張れ、未来のオレ。

から出た結果だと思います。勉強はするが、ただこなすだけ
になっているのが現状です。この現状を変え、高校生活を充

五組を卒業することはできませんでした。これは自分の甘さ

すごいことではなく、ただ情けないということです。

!!

《 なんか変な作文になっちゃった 》

!!

私は小学三年生の終わりのころからＬＡＰＩＳにいて、す

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

◆ ◇◆カラアゲ・タ・ヴェタイ

に押しつぶされそうになっているけど、がんばるしかない。
がんばれ。

だからラピスでたくさん楽しんでください
!!

とか自転車を奥にとめるとか。そういうことができるように
なる。勉強だけじ ゃなくて人 として成長 できる ラピスの
最大の魅力
!!

!!

自習もすすんで来るといいと思います 早いうちから そ
うすれば良かった って思うか ら とにかくラピスは良いと

!!

僕は夏合宿で「五組を卒業する」と作文で書きました。で
すが、これを書いている今も五組のままです。僕は最後まで

◆ ◇◆ な

!!

てがんばってるんだから。ＢＹ北京五輪でキャスターを務め

がんばれ、ぜったいにできる、ファイトだ、やれるって、最
後までポジティブに、気持ちの問題だ、がんばれ、北京だっ

ゃってる人もいるから。ひたすらがんばれ。あきらめるな、

いのにあきらめるな。例え、Ｖもぎの合格判定が測定不能だ
ったとしても、本番どうなるかなんてわからない。受かっち

悟 だっ たの か？ 受けな いと 受か るか どうか なん てわ から な

か らっ て簡 単に 志望校 を変 える な！ 簡単に 変え れる 程の 覚

仕方ないけど全部に意味はあることは知ってほしい。まじめ

味ないじゃんと思ってたことがたくさんあったけど、全部そ
んなことなくて、大事なことだったから、忘れたりするのは

してほしいと思う。私は三年になる前に、こんなの覚えて意

してきた自分を褒めたい。本番はすごいこわいけど気持ち次
第だと思ってる。普段通りやりたい。後輩には、今を大事に

れしい。まだ終わってないけど、本当にずっと長い時間勉強

心配しないで、自分を信じて落ち着いて全部発揮できればう

《 たのしいラピス 》
合宿で、友だちがシャワーウォークで激流に流されていて

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

いのかと思って、今までと全然勉強する量が違ったからすご

それが二〇一九年で一番面白かったです。本人はとても辛そ
うだったので、激流には気を付けてください。合宿はとにか

◆ ◇◆ けんたうろす

にいろいろやってれば、あとで役に立つことはいっぱいある。

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

る松岡修造

◆ ◇◆ ちゃ・いる

く大変で、本当に嫌だと思った。でも、それでも頑張ってき
たから今ここまでこれたんだと思う。今までＬＡＰＩＳにこ

く楽しかったです。みんな行った方が良いと思います。クリ

最初に入ったときは、勉強ってこんなにやんないといけな

なかったら、今どうなってたのかと思う。他の塾はここまで

色々な人があっという間だぞーとか言ってて、そんな訳ない

スマス過去問パーティも初詣も全部楽しかったです。勉強は
オマケでした。楽しいことたくさんあったので、中学二年生

って思ってたけど、まじで秒だったのでめちゃめちゃ怖いで

ハードにやってないと勝手に思ってるけど、周りの人も同じ
よ うに 頑張 って るなら 自分 も頑 張っ てやれ ば大 変で も乗 り
っているうちに楽しいと思うことも増した。もうすぐ入試だ
という実感があまりない。当日は絶対緊張するし、前日もね

す。私立入試がなつかしいなと思います。あともう少しで前

の とき はな んで こんな 塾入 った んだ ろうと か毎 日思 って た
けど、今はラピスで良かったなと毎日のように思っています。

むれない気がする。でもこれまでずっとやってきたのは全部

越えられるんじゃないかと思うようになった。実際ずっと通

自分の力になると思うから、周りの受験者が頭良さそうでも

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

期入試ですが、後期入試まではあと二十三日もあるので頑張
りたいです。あと少しでラピスに行かなくなり、先生にも会
えないと思うと今から涙が止まりません。でもめげないしょ
げ ない 泣い ちゃ ダメを モッ トー に後 期入試 まで 頑張 りた い

点から八十点でいいときは九十点をとれるようになった。国

語は先生たちに「あと一か月で十点あげたいんだけど、どう

す れば いい ？」っ て聞 いたら 、「 音読 した 方がい い」 とか 、

「重要なとこに線引いた方がいい」とか教えてくれた。それ

を毎日必死にやって頑張ったら、過去問で六十五点とれた。

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

受

でも、これを読んでいるみんなは逃げないでほしい。がんば

僕は授業中、眠ったり、トイレに行ったりして逃げていた。

粘り強さ、メンタル面も鍛えるためにやっているのだと。

でも、僕は考えた。勉強は日常で使うためにやるのではなく

常生活で使われることはあるが、数学のルートなど使わない。

われることはそうそうない。数学や国語や英語の少しは、日

将来、そういう仕事につくのならば必要だが、日常生活で使

常生活で使われないからだ。だって、たとえば、理科の科学。

僕は、必要ではないと思った。なぜなら、勉強の大半は日

と思った。勉強って本当に必要なのか？と。

ぼくは、勉強がきらいだ。大きらいだ。そこで、ぼくはふ

《 勉強は必要なのか 》

◆ ◇◆疾風ＸＴａｋｕ

あんまりいい点数じゃないけど、少し上がって嬉しかった。

と思います。
後輩の人たちは頑張ってください。ラピスはたのしい良い

入試頑張りたい。

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

ところ。ひこはすごい人。とりあえず、頑張ってください。
セレンディピティは大事です。

◆ ◇◆ 坂口健太郎
《 がんばれ 》

今日は前期入試四日前だ。とっても緊張するけど入試本番
松国に行きたい！

は今まで学んできたことを出し切って頑張りたい。必ず合格
したい

一か月くらい前に「鎌高は厳しいよ」とおいちゃんに宣告
されて、めちゃめちゃくやしくて、家帰ってすごい泣いたの
を思い出す。その日からお母さんとか、お父さんに毎日毎日
「志望校はどうするの？」とか、「自分のことなんだからも
っと考えなさい」とか言われて、家に帰りたくない日が一週
間くらい続いた。だけど、そんな日があったから危機感が生
まれて、英語と社会を特に頑張ったら、英語は五十～六十点

僕の後輩へ

!!

♡

だったのが、八十点くらいとれるようになった。社会は七十

ってほしい。応援しています。がんばって

!!

!!

験終わるといいことあるよ
ってください

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

目標の実現へ

全力でがんば

◆ ◇◆ 令和最初の受験生
《 受験生の一年 》

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

俺は三年生になる前のＬＡＰＩＳでは、「勉強」というも

のをしていなかったと思う。でも夏くらいに行きたい学校が

あって本気でやり始めたのだと思う。夏期講習からは今まで

とちがってたくさん質問しまくった。おいちゃんがいつも言

うけど、テレビを見なくても我慢できるようになった。夜遅

分にとって大きな成長だと思う。これからも勉強が続くと思

むしろ少し勉強が楽しく感じられるようになった。それは自

は違う。毎日、夜遅くまでやっているのに全然苦じゃないし、

なかった分、そんな生活に慣れるのに必死だった。でも、今

にその時間まで授業あるしで、今までちゃんと勉強やってこ

てたのに、その時間から授業が始まるし、十時には寝てたの

活リズムが変わった。今まで夜七時からテレビをほぼ毎日見

が起こるかわからない。だけどキセキはおきる。必ず。自分

えてやってきた。そんな自分なら絶対に大丈夫だ。当日は何

えていた。Ｖもぎの結果が悪くても、立ち直ってすぐ切りか

でも信じられないくらい、この一年は勉強のことばっかり考

ても不安だ。だけど自分は今までたくさんやってきた。自分

てなかった。そして今日、前期入試の四日前だ。不安だ。と

あっという間だった。クリスマスもお正月も休んでる暇なん

らだと思う。夏期講習が終わってから冬期講習に入るまでは

あ んな にが んば れたの は周 りの 友だ ちや先 生た ちが いた か

っている「なんでそうなるの？」というものにこだわってみ

くまで頑張った。分からない問題をスルーしなかった。なぜ

最後に後輩たちへ。一生で一度だけの高校受験。自分に行

なら絶対に合格する。悲し泣きではなくうれし泣きをしたい。

この日も今までやってきたことを思い出して、力むことなく

ける学校ではなく行きたい学校へ。スマホやゲームは受験が

にこだわってやり続けたという経験を自信に変えて、どんな

全力でやりきる。それができれば後悔はしないと思うから、

終わったらたくさんできるから誘惑に負けるな。やるかやら

だから自信を持て！

とりあえずあと三日、あきらめずに、今まで以上に勉強して、

ないかは自分次第だ。後悔することがないように・・・。

る。

当日は遅刻しないようにして、第一志望合格を目指して頑張

ことも乗り越えることができる気がする。でもまずは四日後、

《 ＬＡＰＩＳでの一年間 》

!!

た。合宿では今までにないくらい夜おそくまで勉強していた。

!!

四月にＬＡＰＩＳに入ってからのこの約一年間、大きく生

◆ ◇◆Ｓ

!!
!!
!!

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

◆ ◇◆元駅伝部の人
ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

◆ ◇◆どこかのだれか

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

のすきまに昔の事を振り返ってみることが多くなった。思え

《 ラピスの全部 》

だった。最初は、友だちと勉強ができるか不安だったけれど、

ば、自分が生きてきた十五年間の中で思い出に残っている事

《 ＬＡＰＩＳに入って 》

開始二日で話せる人ができ、勉強も授業がとても面白くつい

がほとんどラピスの事で埋め尽くされている。中学に入る前

中学三年生になって入試直前になると、ちょっとした時間

ていけて、中学一年の最初は偏差値が絶望するほど悪かった

からラピスに入り、初めは緊張していてラピスに行こうとい

私が ＬＡ ＰＩ Ｓに入 った のは 小学 校六年 生の 卒業 式間 近

近くも上が っていてとても

話せる人があまりいなくて、私のことを見下したり、馬鹿に

話せる人がたくさんできたことです。中学校では、友だちや

うれしかった。でもそれ以上にうれしかったのが、友だちや

が上がる事に比例して増えていき、今では大勢の人がラピス

したい。」と思えてしまう。ラピスに通う仲間も学校の学年

不思議と、「ラピスで勉強するのが楽しい。」「ラピスで勉強

う気持ちが起こらなかった。しかし、ラピスに行ってみれば

のに、中二の夏に は偏差値が

してくる人がいてつらいけれど、塾に来ればみんなあたたか

に通っている。中学に入ると学校で同じクラスの人がラピス

が芽生えると同時に、入試では敵になるかもしれないという

でも同じクラスだったりして、共に勉強しているという感覚

入試 では 個人 の戦い だけ れど も今 まで仲 間と とも にが ん

恐怖の感情が入り混じり名状しがたい気持ちにもなった。そ

自 分も がん ばら なきゃ と思 うよ うに なるの で友 だち をた く

て自分のためにもなるし、他の人ががんばっているのを見て、

友だちや話せる人をたくさん作ると、色んな人の意見を聞け

後輩たちへ言いたい言葉は、ＬＡＰＩＳを卒業するまでに

簡単な問題であるときもある。そのような経験を積み重ねて

そ んな 事に も気 付けな かっ たの かと 自分を 悔や むく らい に

からないまま時間が過ぎ先生が問題を解説していると、何故

えられないような難しい問題に出会うこともあった。何も分

学に入ってから勉強の難易度も増して、今までの自分では考

んな生活を送っていく中で学習面の方に焦点をあてると、中

さん作っておいた方が良いと思います。また勉強では、模擬

うになってきた。中学二年生になると、昨日まで知らなかっ

るかも。」と考えられるようになり、徐々に問題が分かるよ

いくにつれて、「この問題は前に解説していたやり方でいけ

びると思います。

テ スト など で苦 手なと ころ を把 握し て勉強 する と点 数が 伸

望校に受かりたいです。

ばってきたことをバネにして、最大限の力を発揮して第一志

良かったと思えた。

く接してくれてこの塾に入って、塾の仲間に出会えて本当に

20

た事をできるようになるのは楽しいと思えるし、何より解説
が分かりやすくて、聞いてて飽きないのでどんどん覚えられ

◆ ◇◆けしゴム

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

たのか、Ｖ模擬の結果も前よりも上がったし夏休み前よりも

たし、もちろん遊びにも全力で取り組んだ。それが功を奏し

の 合宿 では 遊び と勉強 をし て朝 早く から夜 遅く まで 勉強 し

覚えた。正直、この時期が一番頑張っていたと思う。夏休み

強に本腰を入れるようになり、動詞の変化表は必死になって

はビクビクしていた。でも夏休みに入ってからは、自分も勉

な自分は、周りの人においていかれるのではないかと内心で

るようになった。周りの人たちと違って普段からマイペース

のレベルが急激に上がり、皆が勉強していることがうかがえ

中学三年生になり、夏休み前くらいになると周りの人たち

当日は、今よりも、もっともっと緊張してしまうと思うので

いつも言えないけど「ありがとう」を言わないといけません。

んないい場所で勉強できて幸せです。お父さんお母さんにも

本当にすごいと思ったし感動して泣きそうになりました。こ

は、先生からの手紙です。一人一人違うことが書いてあって、

の思い出があります。今日も一つ思い出ができました。それ

で、入試にのぞめたらいいと思います。ＬＡＰＩＳには沢山

れたんだから。ＬＡＰＩＳで教えてもらったことを忘れない

で 国語 が二 十九 点だっ た私 が最 後の 冬のＶ もぎ で八 十点 と

れることはやってきたから大丈夫だと思います。夏のＶもぎ

らどうしよう。失敗しないかな？とか考えてます。でも、や

今、とても緊張しています。やばいです。合格しなかった

《 入試の日の自分へ 》

確実に成長したと思う。仲の良い友だちも増えて全てが順調

手紙を読んだり呼吸法をやってください。そしてＬＡＰＩＳ

る。

で充実していた。だから、ラピスの思い出が強く残っている

でやったことを思い出してください。きっと、落ち着くと思

し、今の自分があるのだと思う。
入試へ立ち向かう自分へ「ラピスであった思い出や頑張っ

います。あと四日しかありません。入試の日がベストな状態

になるようにします。入試の日の私、頑張って

自分の
」

が、ラピスであった思い出は忘れないでほしい。」
後輩たちへ、入試は確かに緊張するかもしれないし、今ま
でやった事の中で思い出せない事は多いかもしれないけど、
やる事やったと思うから全力でいってこい応援してるよ。

!!

たことを思い出し て自信を持 って取り組 んでこい
未来は自分で切りひらけ

!!!

そして将来の自分へ「どこで何をやっているかは知らない

!!!

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

》

◆ ◇◆トイプードル
《 思い出

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

ＬＡＰＩＳでの思い出はたくさんある。うれしかった思い
出も、楽しかった思い出も、つらかった思い出も。夏の合宿
とか、クリおべとか、みんなとの思い出は勉強以外の方が多
いかもしれないけど、この一年やっぱり自分が一番頑張った
ことは勉強だし、一番うれしかったのも高校に合格したこと

けで、みんな違う道のりで、違う場所に行く。だから、もし

自分だけうまくいかないことがあったり、偏差値が伸びなか

ったりしても、周りと比べない！基準は自分。自分の進路に

向かって、自分で一生懸命に頑張って

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

《 入試まで 》

◆ ◇◆リョーーータ

ることもあったけど、ＬＡＰＩＳには一人一人全然違う個性

中学 三年 生に なって から 今日 まで 人生の 中で 一番 頭を 使

合格できたから、高校三年間で英語を頑張って、ずっと将来

けたと思う。そして今、せっかくすごく行きたかった高校に

や 初詣 など の楽 しいイ ベン トは しっ かり楽 しめ たの でそ う

勉強という思い出が半分くらい占めているけど、他にも合宿

ＬＡＰＩＳの思い出は、基本的に勉強がメインだったから

った一年間だなと思った。

の 夢で ある グラ ンドス タッ フに 近づ けられ るよ うに ！っ て

す。この一番頭を使って一番つらい思いをした一年間だった

る 度に 結果 を見 て落ち 込ん だり 喜ん だりし たの も思 い出 で

いうのも思い出です。他にもＶ模擬などをやってテストがあ

後輩たちへ
私の受験勉強は 、内申点で

んだ道なのに、不安があった。でも、そんなの今考えれば、

これでいいのかな。」と思うことも何度かあった。自分が選

わりのみんなとは違う気がして、
「私本当に受験生なのかな、

ばかりでなく、マイナスな考えをするばかりでなく、前向き

自信がついている。入試当日は緊張するけど、不安を感じる

今まで一日のほとんどを勉強の時間にあててきているから、

前期入試まであと四日であせりや緊張があるけど、その分

けど、楽しい思い出や頑張った思い出などいろんな思い出が

どうってことない問題だ。だって、一人一人志望校は違うし、

に入試に臨んでいきたい。そして、今までやってきたことを

だった。みんなが県立合格のために過去問を一生懸命に解い

勉強の仕方だって違う。「受験生」というくくりが一緒なだ

あるので個人的にはいい一年間だと思った。

45

ている中、私が解いていたのは学校のワークで、なんだかま

点をとるた めの定期テスト

思いでいっぱいだ！

に立ち直れたし、最後に自分の心に火をつけて前に進んでい

をもつ先生たちがたっくさんいるから、落ち込んでてもすぐ

だ。受験までの間、たくさん悔しい思いもしたし、不安にな

!!

!!

忘れずに自分のもてる力を出し切りたい。
後輩たちへ
入試 が近 づけ ば近づ くほ どあ せり や不安 を感 じる 人が 多
いと思う。けど今までずっと勉強してきたわけだから、そん

高 校に 受か っち ゃって その 中で は自 分がバ カす ぎる って こ

とだと思う笑笑。悔し涙じゃなくてうれし涙で最後終われる

ようにしたい。みんながいい思い出で終われてスキーめちゃ
めちゃ楽しみたい

周り の人 の影 響って ほん とに すご いと思 うか ら勉 強あ き

たり、嫌になった ら周りの人 のがんばっ ている姿を見 て

あ～あ合宿楽しかったし

《 誘惑 》

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

っている。ポジティブすぎるかもしれないけど。早くから塾

僕は、私立第一希望だったので、私立入試二週間前から夜

ＬＡＰＩＳでは、色々な思い出があります。みんなで合宿

た とい うの は自 信持っ てい える から 本番も 周り 見て 気分 下

二時ぐらいまで勉強するようになりました。そのかいあって、

行 って 勉強 して 学校で も休 み時 間勉 強して 靴入 れる 袋き れ

げないようにがんばる。初詣の時おみくじ引いて「学問がき

合格することができました。試験当日に緊張しすぎて過呼吸

に行ったり、お正月に初詣に行ったりなど楽しいことが多い

びしい」みたいなこと書いてあったけど、それは第一志望の

い にた たん で帰 ってい るか らセ レン ディピ ティ がお きて ほ

◆ ◇◆ウイグル人応援隊

グリム・何も考えてない時代に戻りたい。ラブすぎる～

にＬＡＰＩＳでよ かったと思 う

行 って るけ ど一 回も行 きた くな いと 思った こと ない し本 当

くさんだかラブだよね分かる。小学校からずっとＬＡＰＩＳ

づいてほしい。塾だと自分と同じように頑張っている人がた

題ちゃんとやってなかったのがすごい後悔だから、早めに気

それが励みになって自分も頑張らなきゃって思えるから。宿

!!

なに不安やあせりを感じなくてもいいと思う。逆に自信をつ

》

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

けた方がいいと思う。

◆ ◇◆ハチ
《 ラブ

私は一度、第一志望にしていた私立に落ちた。同じ高校受
け る誰 より も過 去問や って 頑張 れた と思っ てワ ンチ ャン 受
かるかもとか思っていたけどダメだった。その時は今までや
っ てき たこ とが 全部意 味な いし 最初 から勉 強な んて しな き
ゃよかったなど思っていた。だけど今は、夏から第一志望に
と思

♡
塾でした。

していた公立に挑 戦させるた めに自分は 落ちたんだ

!!!

しいなと思う。夏からどの塾の人より多く勉強してがんばれ

!!!

♡

♡

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

きて良かったです。

になり、数学で集中できませんでしたが、合格することがで

て来て、家でも少しの時間でもいいから集中をして頑張る。

けれど、最初の頃より、今の自分は、自習室に来れる日は全

合宿は、沢山勉強してよかった。というのはもちろん、自

など変われた気がします。

途半端に終わるのは一番苦しいので、最後までやりきりまし

分があんなに勉強することができるんだな。というのを初め

後輩たちへ、部活は最後までやりきった方が良いです。中
ょう。夏に部活を引退して、急には勉強できないと思うので

て知れて嬉しかったし、一緒に頑張る友だちがいてよかった

今、一番嬉しいことは、国語の点数が上がったことです。

ゆっくり気持ちを作っていきましょう。ゲームなどの誘惑に
か月前ぐらいから荒野行動にハマってしまい、駄目になって

五教科の中で一番苦手で、読解問題などは、読む気にもなれ

なと心強く感じました。

しまいました。塾のトイレに引きこもってゲームをしないよ

なくて嫌だったけれど、毎日、本を読むようにして、過去問

負けないように頑張ってください。僕の友だちが受験の約三

うにしてください。受験頑張ってください。応援してます。

きだということです。将来、人を幸せにできる人になりたい

いうこと、そして、人を幸せにするということはとてもすて

ちの大切さ、頑張れば何時間だって集中して勉強ができると

ＬＡＰＩＳに入って沢山のことを学べたと思います。友だ

ことができて本当に嬉しかったです。

を解くようにしていたら、最初の頃より、四十点近く上げる

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

くれぐれも、ゲームには気をつけて。

◆ ◇◆

ＬＡ ＰＩ Ｓに 入って から 今日 まで とても あっ とい う間 だ

頑張りたいです。そして、今まで支えてくれた先生、友だち、

残り の入 試ま での四 日間 をも う一 度気持 ちを 切り 替え て

という夢もＬＡＰＩＳのおかげでもてました。

ったなとすごく感じています。そして、もっと最初から勉強

家族に感謝して良い形で終えられるようにしたいです。

ずっと点数が上がらなくて、勉強が嫌になることもあった

いなと思います。

れないけれど、今持っている自分の力を最大限に出せたらい

いので、絶対合格して、入学する。という強い気持ちにはな

と後悔しています。入試で受ける学校は、第一志望校ではな

していれば、今の学力が少しでも違ったんじゃないかと思う

《 入試 》

(^O^)

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

ＬＡＰＩＳ 》

◆ ◇◆ハッハッ
《Ｉ

♡

え てみ んな 頑張 ってる から 頑張 ろう って思 って テン ショ ン

上げて爆発レベルで頑張る。あきらめないで最後までやりき
る。

とりあえずラピス大好き。卒業しんどい。

ラピ スに は他 の塾に ない 物が たく さんあ るし 合宿 とか は

いきたい。分からないところがあってもあせらずに問題の説

入試 本番 では 時間の 配分 に気 をつ けなが ら問 題を 解い て

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

後期まで気を抜かずに勉強する！

◆ ◇◆ ＡＶＩＣＩＩ大好き

本当に行きたくなかったけど、一日目からすごく楽しくて勉

明をよく見てから解くようにしたい。それでもわからなかっ

《 入試に対する思い 》

強 する こと が嫌 いだっ た自 分が 合宿 に行っ てほ ぼ朝 から 晩

の試験で少しでも点を取れるように最後まで努力する。結果

たら、分かる問題はまちがいのないようにしたい。一日目の

私は ラピ スに 通って いて 本当 に良 かった なと 心の 底か ら

が良ければ、沢山喜んで高校の手続きを完璧に終えるように

まで勉強して勉強が楽しくなった。五日目はまだ合宿終わっ

思う。けじめをつけるのが苦手だったけど今では自習室で休

する。もし結果が悪くても、まだ次があるから一回目で受け

試験が終わって、自己採点をして、その点が悪くても二日目

憩の時間、友だちと騒いでも休憩の時間が終わったらすぐ切

たテストのまちがいを直し、一教科ごとに自分がまちがえた

単元を復習するようにしたい。勉強のモチベーションが下が

入試まであと四日全力で頑張る。緊張したら先生からもら

人として成長できるのはラピスだけだと思う。

かるところは見直しをして、点を一点でも多く取るようにし

とても短いし、一つ一つの配点もかなり高いから、確実に分

を崩さないようにしたい。二回目の試験は、テストの時間が

らないよう、一回目がだめでも、規則正しい生活を送り体調

っ た手 紙読 んで スキー のこ と考 えて とにか く楽 しい こと 考

ゃってる。

おい ちゃ んが 言って たセ レン ディ ピティ ー最 近頑 張っ ち

りかえて勉強ができるようになった。

てほしくなかったし今でも合宿行きたい。

にありがたいし嬉しい。

も 皆面 白く て自 分が分 かる まで 何回 も説明 して くれ て本 当

だけど今は、ラピスが大好きだし学校よりも楽しいし先生

くなくて嫌いだった。

ったりしてて、時間も長いし夜は残されるしラピスに行きた

てくると部活を理由に休んだり、遅れてあと二十分の時に行

は全く宿題もやらないでスマホをいじったり、二年生になっ

私は中学一年生からラピスに通っていて、一年と二年の時

♡

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

たい。あと長くても一か月弱だけ頑張ればいいから、後悔の

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

ない勉強をしたい。

◆ ◇◆ Ｙ

◆ ◇◆ シャーペン

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

《 前期入試まであと四日 》

前期入試まであと四日に迫った今、私立入試はあまり緊張

しなかったけど公立第一希望だし、内申の基準さえ到達して

い たら 入学 でき るとい う訳 でも ない 公立入 試は 私立 の百 倍

くらい緊張している。自分は今までＬＡＰＩＳというけっこ

う変わった塾に入って、自分自身を変えられた気がした。

らここの私立には受からないだろうって言われた。またわざ

もばかにされた。中三の時、同じ人にお前は成績足りないか

の 頃仲 良い 人に こんな にば かだ って 思って なか った と何 度

た。自分と同じくらいはいなくて自分でびっくりした。中一

この中学三年間。自分のまわりには頭の良い人ばかりだっ

と思う。まわりの人が勉強してるし、質問だって簡単にでき

きな」と言われ参加した。でも今では合宿に行って良かった

合宿。自分から行きたいと思ってはいなくて、親に「行って

か」と思ったけどやってみるとあっという間にすぎていく。

強に対する姿勢が変わってきた。朝から晩まで初日は「マジ

強から逃げていた。しかし三年生の夏期講習から少しずつ勉

最初は授業があってダルいと感じていたときもあって、勉

とかしらないけどその人に仲間外れにされた。違う人には、

る最高の勉強環境だったと思う。

《 ずっと根に持ってやる。 》

中一の時、テストの点が良くてある人に勝った時、調子にの

くらいだし、テストの点で勝った人の高校よりも頭は良い。

だ けど 自分 の行 きたい 高校 はば かに してき た人 と頭 は同 じ

数だけでなく、受験までの歩みも大切にしてほしい。テスト

受験生になってわかったこととして、受験当日のテストの点

と無理」と言われた。だから後輩たちには頑張ってほしい。

僕は内申が悪く、夏休みの学校の三者面談で「この内申だ

今が見返す時だ。あと四日。正直、今、頭は足りてないけど、

の点は努力すれば上がる。だけどこれまでの内申点は変わら

って次は落ちるよと言われた。今までずっと根に持っている。

自分を信じて落ち着いて行きたいと思う。まわりの人はたま

ないから普段のことから意識していると良いと思う。
に挑む。

絶対合格

四日後のテスト、今までの努力を無駄にしないよう、入試

にいやになるけど、良い人の方が多いので良かったと思った。
その友だちがいるおかげで、勉強に少しやる気ができた。
後輩へ、あきらめず勉強し続けて、自分の行きたい高校に
受かれるよう、頑張ってください。

◆ ◇◆ がごがご
《 がんばるっ 》

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

受験へ自覚が芽ばえたのは、三年生の夏合宿だった。今ま
ではただただ塾に行くだけで、入りたての時は、宿題もあん
まりやらずに、授業中は、隣の人と話したり、社会や国語の
確テもぜーんぶやらずにうそついて全くやっていなかった。
でも、合宿で、一つ一つのことをしっかりやってＡＢＣやっ

②百才まで生きたとして、勉強する期間は二十年間しかない
からがんばれ

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

《 思い出 》

◆ ◇◆ 森

あとはごほうびもあるし、合宿をきっかけにもっと仲良くな

ＬＡＰＩＳでは、いろんな思い出があります。最初、入校

テストを受けに来た時は、こんなに楽しいとは思ってもいな

かったです。友だちがいなくてすみっこにずっといたけど、

どんどん話せる人が増えて楽しくなっていきました。

重ねるごとに、一年が速くなるのを感じていて、でも、ＬＡ

三年生になってからが、特にあっという間に入試で、年を

らやればよかった。何で一年生の時から勉強しなかったのか。

ＰＩＳでは、自習の時間とか、みんなで話す時間が長くてと

夏の合宿では、滝に打たれたり、他の塾とは確実に違うの

とめちゃくちゃ後悔してる。すごく今、受かるか心配だし、
持ちよく受かりたいしもう勉強してたくないって思ってる。

は、そこだと思います。ＬＡＰＩＳにいる時間は、家にいる

ても楽しかったです。

でもこの負の連鎖を打開するためには、モチベをひたすらあ

すべて、ＬＡＰＩＳにいた時間は楽しかったです。

してきたこと、一気に全部やりたいと思います。

て、スピーチ三分話しきって、勉強しながら、今までがまん

入試四日前で、不安しかないけれど、テストで目標点とっ

時の次に長くいる場所だと思います。

先生は後期までやるつもりでやりなって言うけど、前期で気

って気づいたらもう入試四日前。もっとちゃんと早いうちか

宿題はしっかりやり始めたものの、やる気が日に日になくな

だがそんないいことだらけじゃなくて、夏休みが終わって、

った。

れ た人 もた くさ んいて すご くす ごく すごく いい 思い 出に な

ていくうち、自然と勉強することが楽しくなった。勉強した

!!

げることだと思っている。好きな俳優見たり、受験終わった
自分がんばれ

らのこと考えてかりかりする。あと一か月勉強がんばります。
ラピスでよかったありがとう
後輩へ
①今からでも遅くないから確テと授業をしっかり受けよ う 。

!!
!!

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

◆ ◇◆ いちご
ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

◆ ◇◆

@evol-dankurotoペ(ンネーム

◆
) ◇◆

《 自分高校ラピス伝 》

「入試…終わった…」から、とりま終わった自分へ一言…

《 ありがとう仲間 》
ＰＩＳに初めて来たときは、少し不安だったけれど、先生や

「なかなかやるじゃねぇか、何？不安だった？イイセリフだ。

お題に「入試に立ち向かう自分への手紙」ってあるけど、

周りの人がやさしく教えてくれてすごくうれしかったです。

ＬＡＰＩＳでは、いろいろな思い出があります。私がＬＡ

私が先生に質問した時は、ていねいに分かるまで教えてくれ

感動的だな。だが、ムイミだ。 (^O^)
」
将来の自分へって言っても、どーせ現在の自分なんて忘れ

てうれしかったです。

てるよなぁ。ＣＳＭとか買ってんじゃね。でも、僕は僕だか
ら絶対苦労を覚えてるはず。

今まで私はたくさん努力してきたと思うので、本番では全
部の力を出して頑張ります。きっと最高の結果が待っている

「部活で毎日、朝午後練で怒られた」
「初めての
「学年の先生

とか」
iPhone 5s
俺だけの呼び出し方」

はずです。自信を持って行きましょう。
私は高校生になったら、勉強と部活の両立を頑張りたい。
中学生では、部活が思っていたよりもすごく忙しく、大変だ

「 Lapis
の合宿、授業」
中 学だ けで も、 こんだ け頑 張っ た自 分だか ら、 今度 もイ ケ

ったので勉強も今まで以上にがんばります。将来のことでい
ろいろあると思うけれど、今は、今のことを乗り越えてくだ

Lapisの 思い 出は いっ ぱい あっ た。 逆に あり すぎ てヤ バ
イ！でも、一番の思い出は「全て」、その「全て」以外は一

る！大丈夫！（保証なし）

入試まであっという間だったけれど、たくさん学べたし、

番でもなんでもない！合宿の「滝の中でのＶ３の変身」から

後輩たちへ
みんなでがんばってこれたので、安心してください。自分を

元日勉強会、入試間近も、今も、この先も…絶対忘れな い 。

人
for

～とか。
（ほ
to

後輩へ、長くてごめんな、待たせたな！言いたいことは三

とんど英語で草）

ダボダボマイゴやショッテル、 It is
～

見たことねェ」だったり、不規則変化表や不定詞ノート覚え、

入ったとき、おいちゃんの第一印象が「こんな、おじさん

信じることが大切だと思います。

さい。

VS

レッツゴーおんみょうじの言葉ですが、面白いしためになる

つ、
「くじけるなぁ、諦めるなぁ、くよくよするなぁ」です。

るのはもっと頑張れば良かったなって思う。第一志望校を受

いう部分はラピスの良いところだと思う。でも今一番心に残

と思う。一人で勉強してたら心がもたなかったと思う。そう

だから後輩たちには日々の積み重ねは大切だということ。

曲なので聴くことをオススメします。
最後に、私立で決まった人は（先の人）「公立と同じよう

一年で三年間のことをやるのはキツイ。だから高校に入って

けようとしなかったのは自分の力不足だと思う。

に、それ以上に勉強を止めるな！」。公立の人も（後の人）

も、第一志望を逃した分、大学とか専門で第一志望のところ

「逆に諦めて、本気でやれ！」

「私立で決まった人をうらやむな！自立しろ。」ということ

に入れるように頑張っていきたい。てか行く。日々の積み重

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

人見知りで集団塾でやっていける自信が全くなかったです。

三年の春の終わり位にＬＡＰＩＳに入ってきた。最初は、

《 机へ向かう自分 》

◆ ◇◆ ユウキ

ねを大切にする。

です。
もしも、何か相談があったら、ツイッターで、ペンネーム
の やつ を調 べて くださ い！ いつ でも できる 限り 、話 を聞 く
よ！（配信来た場合は、ラピスって書いてね！）

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

終わりに、命を人の幸せのために使う！

◆ ◇◆ あ

だった。でも引退してマジで勉強しないといけない時期が始

み の日 とか は遊 んでた から この 一年 はすご い不 思議 な期 間

てしまい、気がつくと入試まで二ヶ月ちょい前ぐらいにまで

める頃、正直まだ勉強するムードに入れずダラダラと過ごし

部活 を引 退し て三年 生は 少し ずつ 入試に 向け て勉 強し 始

で すが 段々 と慣 れてい き人 とも しゃ べれる よう にな りま し

まってから特に嫌だっていう気持ちにはならなかった。わり

きていました。さすがにヤバイと思い頑張って取り組み始め

《あ 》

とラピスのおかげだと思う。今まで勉強してこなかった分や

ました。苦手なところをまとめて覚えたり、公式を覚えたり

た。

ることたくさんあったけど、クラスのみんながなんかおもし

と自分なりに色々やっていました。そして入試当日になり一

今までこんなに勉強してこなかったし、ずっと部活とか休

ろかったし、友だちと昼食べたりしてリフレッシュできてた

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

高校の基準を超えていて少し安心しました。そして二日目の

日目の学力検査に臨みました。自己採点でも自分の行きたい

作から。心から感謝をすることがいずれ声に出るだろうと思っ

必要なことではある。だからこれに力を入れた。最初は心と動

感謝、僕は素直じゃないし、話すのが好きではない。しかし

と思う。勉強塾なのに。

ない。好きだったのかもしれない。ラピスはすばらしい場所だ

人として成長した。心の底ではラピスを頼っていたのかもしれ

僕はラピスの おかげで変 われた。 勉強できる ようになっ た。

残念さが残る。勉強塾なのに。

はあるが楽しい時もあった。そして終わると考えると寂しさや

とは思えなかった。それに対しラピスの思い出は勉強ばかりで

部活には思い出が多い。しかし、引退の時に「またやりたい」

ラピスのおかげで人として成長できたのだ。

このように僕 は人間とし て必要な 事を学び身 につけられ た。

ョンだと思っている。

たからだ。実際にそう成長した。自分としてはコミュニケーシ

自己表現と面接。私は口頭で受けましたが、お題にそったこ
とが言えず、面接もボロボロでした。しかし落ち込んでいる
ヒマはありません。必死に勉強に集中して後期に受かり、最

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

後に嬉し涙で卒業したいです。

◆ ◇◆ もにょもにょ
《 本音 》

僕は帰るのが早い。居残りなんてしたくない、家に帰りたい
といつも思っている。帰るために勉強した。宿題をした。覚え
まくった。解き まくった。 そして勉 強ができる ようになっ た。
結局ラピスの存在のおかげでできるようになったのだろう。
他にたくさん ある。代表 的なのは 「ＡＢＣ」。こ れは「当た
り前の事をばかみたいにちゃんとやる」だ。しかし、僕にとっ
ては当たり前の事が当たり前でなかった。笑顔。僕は笑うこと
が好きなわけではない。拍手。めんどくさい。感謝。素直じゃ
ないから言えない。このように、反対の事だったためとても苦
労した。
笑顔、これは難しすぎた。作り笑いは嫌いだから本当の時し
か笑わないからだ。
拍手、これは成長した。みんながしているから流されてやっ
た事がほとんどだったが、自分の意志でやる事が増えたと思う。

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

＊たくさんの作文 の中 から一部抜粋して掲載 します。＊

◆ ◇◆ ハチ子
《 ＬＡＰＩＳ 》
後輩へ。最初は受験生という実感がわかないと思います。
八 月ぐ ら いか ら合 宿で 少し 勉強 への 気持 ちが 向 いた り集 中

力がついて、十月あたりでまじめに勉強しだして 十二月には
想像つかないくらい頑張っていると思います。コロナがどう
なるかわからないし、私たちのように行事が全部なくなって
勉強しかない一年になってしまうかもしれないけれど、最後
まであきらめずに頑張ってください。おいちゃんも大学生も
親もバカみたいに応援してくれます。もし、行事がなくなっ
てしまったらイライラを勉強にぶつけてみてください。困っ
たことがあったらおいちゃんに相談してみてください。絶対
に受け止めてくれます。中学校 三年生という 一年間、本当に

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

頑張ってみてください。塾と、勉強と友だちになれます（笑）。

◆ ◇◆ 女子よりＧＯＤＩＶＡ
《 ＬＯＶＥ ＭＥ！ 》

愛する俺の後輩へ。みんなは頑張れとかいろいろ言うと思
う。ただ、俺からは楽しめとしか言わないよ。受験生って志

望 校だ った りと かいろ んな こと をス トレス に感 じや すい と

思う。ただそんな時はこう自分に言い聞かせて、「こんな思
いができるのは今年だけ、だからこういうのも楽しもうぜ」

って。そういうの乗り越えられたらきっと合格できると思う。

こ んな 頼り のな い先輩 だけ ど１ つで も参考 にな った らう れ
しいな！みんなは俺らの代よりもずっと真面目だと思う。だ

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

からめっちゃ伸びるよ。たくさん勉強して自信つけてね。ラ
ピスの後輩のこと、全力で応援しています。全力で楽しめ！

◆ ◇◆

に入ってから
LAPIS
おかしくなった人

後 輩た ちへ 学 校が 終わ った らラピ スに 来る こと を友 だ
先生に約束する ！そして実 践！めんど くさがりな私は

《 ガンバリマシタ。ガンバレ！ 》
ち

から ︙。人それぞれやり方はあるかもしれませんがわからな
い人はこれをやってみてください！ガンバレ！受験生！

行きます宣言をします。約束、宣言を破る訳にもいきません

石二鳥なのでオススメです。ですがそう長くは続きません。
結構大変です。そこで友だちと約束して行くか、先生に早く

ったらお弁当を持ってすぐにラピスに行っていました。人が
少ない分、質問がたくさんできるし、遅れることもない、一

学校から帰っても勉強をあまりせず、授業にも 十分ぐらい遅
れて来ていました。なのでやばい、と思った私は学校が終わ

or

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

◆ ◇◆ レイン
《 奮闘努力 》

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

◆ ◇◆ ぺんぎン
《 ＬＡＰＩＳで 》
後輩たちへ

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

受 験生 にな って やり たい こと とか我 慢し てず っと 勉強 し
た りし て途 中で 全部投 げ出 して 終わ らせた くな るこ とも き

私たちの後輩ちゃん。これを読んでいるあなたたちのモチ
ベーションはどうですか。私はモチベーションを上げるため
に、受験が終わったらやりたいことをリストに書いていた。

◆ ◇◆ み

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

力を十分に発揮できるように頑張ってください。応援してい
ます。

換に 一日全てを忘れて遊ぶとかしてみるといいかも。入試で
は しっ かり 体調 管理や ケア レス ミス に気を つけ て自 分の 実

っとあると思う。でも努力した分はちゃんと自分に返ってく
るから辛くなったときは周りの人に助けを求めたり、気分転

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

この方法は意外にいいと思う。ぜひ、やってみてほしいと思
う。

◆ ◇◆ 将来の君のスター
《 約四年 》

後輩たちへ。今まで話してきた事は、ただの思い出話だと
思うかもしれません。ですが僕は、この思い出の原点は、間
違いなくラピスのおかげだと思っています。おいちゃんを先
頭に、ラピスの先生、家族、友だち、近所の人などによって、
今があります。なので、ここで今、あなたに伝えたい。絶対
に夢は実現できる。そのためにラピスに来ているのでしょう。

ＬＡＰＩＳに入って、できるようになったことは当たり前

《 ＬＡＰＩＳの思い出 》

夢は夢で終わらす な これは、元プロ野球 選手の松井秀喜
さんの言葉です。ラピスから世界へ。はばたく未来を見すえ

ました。あいさつはもちろん、垂直平行など身の周りのこと

は今後も続けていきたいと思います。

を気にすることもできるようになったと思います。このこと

のことをバカにせずちゃんとやることです。たとえ当たり前
な こと でも 本当 に大切 だと いう こと をとて も感 じさ せら れ

て、毎日来て ほしい 。そ う思っていま す。早くて も四年後、
一月二日、三日にテレビを見ててください。僕はきっとそこ
に映っているはずです。

!!

◆ ◇◆ ひまじん
ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

◆ ◇◆ 迷惑かけたん

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

先生たちとしゃべることができてすごく楽しかったです。特
に上がったのは英語です。ぶっちゃけ英語はかなり諦めてい

《 感謝の言葉 》

《 LAPISに入って︙ 》
Ｌ Ａ Ｐ ＩＳで 嬉 しか っ た こと は クラ ス の 人た ち が とて も
優しいというところです。私は話すことが得意ではないので
すが、クラスの人たちは積極的に話しかけてくれたり盛り上

ました。ですが「おいちゃん」は教え方がうまく、そしてお
もしろいという完ぺきな人でした。そして英語の点数が赤点

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

まず夏休み絶対毎日遅刻した。昼休憩、家帰ってめっちゃゲ

ついに前期テスト四日目前だ。正直やべぇ。めっちゃ怖い。
勉強やだ。テスト前だし三年生での事を振り返ろう。えーと

《 恥曝し 》

◆ ◇◆ 反ラピス教組織
ラピテスタント

けられました。僕は楽しい授業をしてくれたＬＡＰＩＳの先
生方にすごく感謝しています。

ＬＡＰＩＳは塾でがっつりと勉強というよりも、楽しくで
も 真面 目に 取り 組める 場所 で他 の塾 とは変 わっ た感 じで 受

謝してもしきれません。

ＬＡＰＩＳは勉強を楽しくできる場所です。ＬＡＰＩＳの

げてくれました。短い間でしたがＬＡＰＩＳに入れて本当に
よかったと思います。一期一会、大切な仲間と会えたことも

から平均点ちょい上ぐらいまで上がり「おいちゃん」には感

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

本当幸せです。

◆ ◇◆ 二組に降格したイエロー

《 受験前の僕 》
正直一組から落ちるとは思っていなくて油断していた。一
組に残りたいとおいちゃんに言おうとしたけど、それは自分
への甘えだと思って、言わなかった。そしてその日から、自
分の力で一組戻れるように頑張ろうと決めた。それからは毎
日ラピスにきて勉強をして、英語の長文が読めるようになっ
たり、それまで逃げ続けてきた国語に向き合えるようになっ
たりして、どんどん成長できたと思う。そして、いま僕は二
組のままであるが、自分がとりたい点数をとることができて
いる。この成果を出す時が四日後にある。しかし、受験は三
月 二日 まで ある から四 日後 のテ スト が終わ って も気 を抜 か
ずに頑張っていきたい。

ームした。宿題はほぼ毎回やってない。合宿はしっかり寝た。
毎回出るやばいような偏差値もいっぱい見た。てか社会など

二回も三十点台見た。あと毎日の授業も遅れた。ダメダメじ

☆ ——ＬＡＰＩＳでの思い出、
★ ——入試に立ち向かう自分への手紙
☆ ——将来の自分へ、そして、後輩たちへ

ゃん俺（笑）でも俺はしっかりこの一ヶ月間は勉強した。毎

合格できますように。

ている家族に応えられるように、四日後は全力で取り組む。

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

《 ＬＡＰＩＳの思い出。 》

◆ ◇◆シャチ

日何勉強するか計画たててそのことをがむしゃらにやった。
学校の昼休み友だちが話しかけてきても絶対勉強をやった。
そのせいか少しずつ点数にもでてきているような気がする。
理科は五十点台にまで上がった。社会も三十点から六十五点
くらいに上がった。人間がんばろうと思えばなんでもできる
な実感した。

くらいないと いけませんでし

私に は二 年生 のころ から ずっ と行 きたい 高校 があ りま し
た。受験するには 内申点が

た。二年生のころ は しか内申がなくて必 死で内申点を上
げようとしました。二学期の期末テストで、今までにないく

《 合格できますように 》
初めて「受験生になった」と感じたのは夏期講習。朝から

入れてすごくうれしかったです。内申点を取るために技能教

ら いこ れ以 上で きない と思 える くら いまで 家に こも って 勉
強しました。すると四百七十点を取れて、初めて十位以内に

ペ(ンネーム ◆
) ◇◆

晩までＬＡＰＩＳにいて、課題が山ほどあって、やってもや

科を中心に基本的 なことを周 りの人以上 にやることで を
取ることができました。そしてずっと行きたかった高校に合

てようと思います。

っても前日課題に丸がつけられなくて、夏休みなのに夏休み
じゃないみたいで、ＬＡＰＩＳってやばいなって思った。だ

返しだと思う。一生懸命頑張ってきた自分に、応援してくれ

族を喜ばしてあげたい。多分それが、自分にできる一番の恩

きれない。だからこそ、第一志望に合格したい。合格して家

講習の費用は、わからないけどめっちゃ高額なんだと思う。
自 分の ため にお 金を払 って くれ てい る家族 に感 謝し ても し

こんなにも応援してくれる人がいると思うと、すごくすごく
うれしかった。その応援に応えたいと思った。夏合宿・夏期

夏合宿でお母さんからの手紙を読んだとき、自分のことを

格することができました。私は公立を受けないのでＬＡＰＩ
Ｓ のみ んな が全 力で頑 張れ るよ うに 神様に お願 いし て待 っ

◆ ◇◆ なす

43

けどあの時逃げずに頑張り続けたから、今の自分はいるんだ
と思う。
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