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大学進学を目指すすべての受験生を応援します！！

大学情報センターは頑張る受験生のみなさんのため、
大学公式サイトや受験情報サイトの制作・説明会の

開催・資料請求サイトの運営など、
たくさんのサービスを手掛けています。

特に受験情報サイト
『がんばれ国公立大学受験生！！』『がんばれ難関私大受験生！！』は、

受験生のみなさんに寄り添ったサイト作りをしています。
受験生にとって必要な情報・プラスになるコーナーを作ることで、

少しでもみなさんの力になりたいと思っています。

DJC 大学情報センターでは…

『TIPY』“This is Pocket Yell.”とは

サイトの中にみなさんからの「意気込み」や「エール」を
紹介する人気コーナーがあり、日々たくさんの投稿が
寄せられています。勉強に疲れて元気が出ないとき、
自信を失いそうになるとき、同じ目標を持つ仲間のメッセージが
みなさんを勇気づけてくれます。

そんなメッセージを「お守り」のようにポケットに入れて
持ち歩けるようミニ冊子にしました。

このメッセージがみなさんのこころに種を撒き、
「合格」という花が咲きますように。



みんなからの意気込み	 P. 4

みんなへのエール	 P.31

心に残る言葉	 P.48

も く じ
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みんなからの

意気込み



今、僕たちが『無理だ』とか『出来ない』

なんて思ってることは、

何一つ難しいもんじゃないんだよ。

難しくしてるのは自分自身なんだ。
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模試E判(笑)これ以上の悪い判定などない。

こっから上げよう。

合格して驚かせてやろう。

だから夢ばっか見ないで頑張ろう。

受験勉強キックオフ！

●　　●　　●

ここからはモチベーションだよ。

どんだけ自分がその夢を想っているのか、

どんだけその夢に憧れてんのか、

結局最後は気持ちだよ。

気持ちの、想いの強い人が結局は勝つんだ。

いいか、私。逆境は最大の追い風!!
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クマバチは体と羽根の比率から

本来飛ぶことは不可能なんだって。

でも実際飛んでる。

クマバチも不可能を可能にしてるなら俺もやる。

絶対無理って言われても受かってやる。

【インフルエンザの予防接種は受ける？】（受験生アンケートより）
受ける…77.7%　受けない…22.3％　受けている人が多いですねΣ(o ε゚ﾟ ó ﾉ ) ﾉ
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都合のいいように逃げ道ばかり作っていた。

逃げていた。

逃げることは誰だってできる。

たくさんの逃げ道に流されてきた。

そんな自分を今日、この瞬間から変えたい。

自分に負けるな。

●　　●　　●

今まで頑張ってきた｢つもり｣だった。

でも、つもり。もうそれは通用しない。

志望校への気持ちは強いけど、

それだけでは受からないんだ。

この一年今までで一番勉強するから!!

神様見ていてください。
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一緒にがんばる仲間は刺激をくれて、

支えてくれる家族や友達は元気をくれて、

そのおかげで少しずつだけど

前に進んで成長することができる。

今は人からもらってばかりの私だけど、

いつか逆に周りの人の力になれる自分になりたい。

今はその時のための充電をしてるんだ。

みんな、ありがとう。待っててね。
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辛くて心が折れそう。

一人になると取り繕ってた顔が

一気に歪んで泣きたくなる。

誰かに言いたい…

頑張っても頑張っても成績上がらない。

だけど私はセンター本番で成功するために

前向きに頑張っていこ。

苦しいのはみんな同じだから！

【 英 語 の 名 言 】Live	as	 if	you	were	to	die	tomorrow.	Learn	as	 if	you	were	to	 live	
forever.	(Gandhi)	明日、死ぬかのように生きろ。永遠に生きるかのようにして、学べ。（ガンジー）
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どれだけ今の努力を将来に生かせるか。

大学に繋げる努力。将来の夢に近づくための努力。

全ては将来の夢のために。

努力だけは誰にでもできる。あとはやるかやらないか。

私は最高の教師になるために一生努力してやる!!

●　　●　　●

今の成績では絶対に届かない大学を目指している自分。

無理だと言われても、

その大学に行きたい気持ちを

諦められない自分がいる。

だから絶対に諦めない。

絶対センター八割以上取る。
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可能性がない人なんてどこにもいない。

みんな金のたまご！

そのたまごの殻を破れるのは

他の誰でもなく、自分だけ。

【おすすめリラックス方法】学校、予備校、どこでも良い！どこかに行って、沢山の仲間に
囲まれてみる！不安が思ったよりも和らぐから！（高校生）
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まだ諦めるときじゃない。

辛いけど、ゴールはまだ遠いけど、

今が踏んばりどき！

●　　●　　●

はっきり言うて今は辛い。

嫌になってくる。

でもここで気張らんとあかん。

後で後悔するのは目に見えてるから。

●　　●　　●

とにかくやるしかない。

出来ない理由を探さない。

時間の価値をしれ。

合格して後悔をなくす!!	みてろ。
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負けそうになって、弱音をはきたくなったとき。

自信を無くして、逃げ出したくなったとき。

辛くなって、勉強やめたくなったとき。

少しずつ、一歩ずつでいいから前に進もう。

その一歩が成功へと続く一歩になる。

☆『英蔵』コーナー☆　英単語の語呂合わせが約 2000 語！！語呂で単語を覚えよう♪
投稿大募集中！毎月抽選でプレゼント実施中！　http://daigakujc.jp/eizou/
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行ける大学じゃなくて、

行きたい大学に行く！

●　　●　　●

E判定はEvolution(進化、発展)!!

ここから必ず這い上がってみせる！

私は必ず第一志望の大学に

一発合格して生物の先生になる！

●　　●　　●

いよいよ明日、本番だ。

不安だけどわくわくします！

やっと今までの成果が出せる。

行きたい気持ちはA判定(*^_^*)!!

●　　●　　●

4年間、思い続けてきた大学。

諦めきれなかったから、出願したんでしょ!!

絶対に『志望校』を『母校』にしてみせる!!

夢を叶えてみせる(*^^*)!!
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試合の時に負けることを考える選手は勝てない。

受験だって同じ。

落ちることを考えてたら合格できない。

だから絶対第一志望の大学に

受かってやるって気持ちで、

最後まであきらめない！

☆英単語	語呂合わせ『英蔵』☆　【	intently	】真剣に、熱心に、没頭して
いい点とりたいと熱心に勉強する　( 投稿者／あいらたん)
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長い人生の中で、たった一年間なんだから。

何もかも捨てて、

がむしゃらになって頑張ってみたい。

周りのみんなも勉強するから、

きっとすぐには結果はでない、

思うように上がらない事ばかりだと思う。

でも、努力すれば必ず自分に返ってくる。

信じて頑張り続けたい。

【英語の名言】One	is	not	born	a	genius,	one	becomes	a	genius.	(Simone	de	Beauvoir)
人は、天才に生まれるのではなく、天才になるのだ。（シモーヌ・ド・ボーヴォワール）
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正直今まで焦ったことなかったし

辛いと思ったこともなかった。

模試もよかったし周りに負ける気もしなかった。

ここにきて落ち込むとか嫌だ。

そんなのあたしらしくない。

負けてないし負けない負けるもんか。

頑張ってきたじゃん。

たまたま調子悪かっただけ。

人間毎回うまくいかない。

むしろポッキリ折れといて

自分にとってはよかったかもしれない。

本番点取れたもん勝ちでしょ。

【おすすめリラックス方法】タオルを温かいお湯で濡らして、よく絞ってから目の上に
のせると、かなりのリラックス効果がありますよ☆	（高校生）
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気合いも意気込みももちろん大切だけど、

一番大切なことは感謝することだと思う。

一人で受験勉強を頑張れてる人なんて

いないと思うし、勉強に嫌気がさしても、

周りの支えてくれてる人、

応援してくれてるたくさんの人の顔を

思い浮かべたら、

また頑張れるでしょ？

☆英単語	語呂合わせ『英蔵』☆　【	provoke	】立腹させる、挑発して…させる
プロボクサーを挑発する　( 投稿者／マフィア )

19



浪人してやっと、家族の支えって

こういう事なんだなとわかった。

仕事が大変な時も、

何一つ愚痴らずそっと見守ってくれ、

話を聞いてくれるお父さん。

家計の為にアルバイトして、

疲れてても毎日毎日ごはんとお弁当

作ってくれてるお母さん。

本当は行きたいだろうに、旅行とかは我慢して

私と弟にやりたい事をやらせてくれた両親に、

本当に感謝しています。

だから…絶対に志望大学に入って、

両親に楽をさせます。

本気の本気は、これからです。
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お母さんがお守りを作ってくれた。

私なんかのために。

「あんたなら合格できるよ」って書いてあった。

嬉しかった。

泣きそうだった。

ありがとうって堂々と言えなかったけど、

合格して、いつも応援してくれたお母さんに

ありがとうってはっきり伝えたい！

私頑張る！(`・ω・´)

【楽しい話】我が家では何故かカニカマがエビソーセージと呼ばれている。	（既卒受験生）
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いま後悔してセンターの点数上がるなら

いくらでも後悔するけどさ。

上がらないじゃない。

ならそんな事してる暇はない。

私は二次で勝ちに行く!!

●　　●　　●

A判定だから絶対に受かるという保証はない。

E判定だからって必ずしも落ちるということもない。

受験には“絶対”なんて言葉はない。

でも“きっと”大丈夫！

あたしの強運を信じて!!

最後まで諦めなかった奇跡を

信じた奴が勝利する!!
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嘆くな、過去を。

賭けろ、今を。

勝ち取れ、未来を。

＊「ガク」が落ちない！クリスマスローズ＊受験シーズンに咲く白く可憐な花。実は花に
見える部分が「がく片」で花びらではないので落ちずに咲き続ける縁起のいい花です！
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辛くて苦しくて、何度も逃げて。

何度も立ち止まって。

何度も学部をかえようとして。

・・・だけど、心の奥ではやっぱり

諦めきれない自分がいる。

憧れてる自分がいる。

なりたい自分がいる。

だから、またここに戻ってくるんだ。

何を言われてもいい。

がむしゃらになって、

這いつくばってでも笑われてでも、

必死になってやる。
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今まで頑張れた！

最高の集中力をもって挑むのみ。

あと少しで合格だ！

●　　●　　●

自分が自分を信じなくて誰が自分を信じるんだ！

今まで頑張ってきたんだろ?

いっぱい涙流してきたんだろ?

大丈夫！国公立大学の挑戦権とってやる!!

☆英単語	語呂合わせ『英蔵』☆　【	suit	】訴訟、控訴
スーッと進んだ訴訟。　( 投稿者／NOAA)
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センター思うように点が取れなかった。

自分の努力が足りなかったのかな。

頑張ってきたつもりだったけど、

周りに比べたらまだまだ足りなかったのかもしれない。

でも、へこんでる時間がもったいないよね。

とにかく進まないと。

残りの1ヶ月は、努力が足りなかったとか

思えないほど全力で走り抜ける。

自分のMAXの力を本番で発揮して、

第一志望に合格する。

1%でも可能性があるなら

残りの99%は努力で埋めてやる。諦めない。
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センター大失敗して泣いて泣いて

親にあたって余計後悔。判定は確実E。

でもセンターが全てじゃない。

頑張ればいつか報われる。

今へこんでる場合じゃない！

自分のために、応援してくれるみんなのために、

後期まで諦めんと絶対現役合格してみせる!!

●　　●　　●

ほんとにつらい。

でもこのサイトにくると同じ境遇の人はたくさんいる。

私だけがつらいわけじゃないんだね。

まだ一つも受かってないけど

後期は小論だけでE判だけど諦めずに頑張ります。

すぐくじけそうになるけど頑張るしかない!!
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後期試験終わりました。
つらかったけど戦い抜きました。
今まで頑張ってきてよかった。

この1年を振り返ると涙がでてきました。
きついときにこのサイトの仲間に

いっぱい助けられました。本当にありがとう。
ずっと親身になって後期の添削をしてくれた

学校の先生方、本当にありがとう。
ずっと励まし続けてくれた仲間、

後期まで一緒に頑張った仲間、本当にありがとう。
ちょっと口は悪いけど試験終わって
すぐに電話をかけてきてくれて、

心配してくれた塾の先生本当にありがとう。
最後まで弱虫な僕をいっつも支えてくれた家族、

本当に本当にありがとう。
いろんな人に支えられて

本当に僕はしあわせものです。
みんな本当にありがとう。
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去年のセンター直後の意気込みを見た。

成功した人、失敗した人の声があった。

ある人はセンターで大失敗して、

それでも第一志望を諦めず、自らを叱咤していた。

ある人は自己最高得点を叩きだし、

努力の成果を噛みしめていた。

ある人は親や先生から志望校変更を迫られ、

悔し泣きしていた。

ある人はお金が足りず、

合格しても大学に入れるかどうかも

分からないのに精一杯努力していた。

気合い入れ直せ、俺。

俺だって負けられないんだよ。

自分はどの想いを書き込みたい？
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がんばれ受験生!!　応援コーナ
ー❶

DJC
ス タ ブ ロ！

読んで
ナルホド！

『DJCスタブロ!』では、楽しい話題が盛りだくさん!!
色々な「ナルホド!」をお届けします☆

続きは『DJCスタブロ!』をチェック☆
「ナルホド」の種がたくさんありますよ!!

今回はちょっと(いや、かなり?)変な生き物の話です。
コイツを知らない人に外見を説明するとすれば…ツチノコ的な
形を思い浮かべて、それをぺらっぺらになるまでプレス。
頭の部分に目を二つ付ける(○描いて･みたいな単純な目。
しかもちょっと寄り目気味)…ですかね?今回はそんな感じの
生き物、プラナリアについてです(^ω^)

コイツの何が変かと言うと…とんでもなく再生能力が高いこと!
メスで細切れにしても、条件さえ整っていれば、その細切れから
それぞれプラナリアが再生するのです!!更に言うなら、頭部だけを
真っ二つにして、腹部以下は繋がっていると、頭二つの
プラナリアが完成します…なんだ、コイツ(笑)

第101回『ぺとっとしたヤツ、増殖中。』（抜粋）

http://daigakujc.jp/stublo/
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みんなへの

エール



上だけを見続ける。

頑張ってる人は恰好いい。

春に笑顔が溢れるために、がんばるのは今。

支えてくれる人の気持ちを大切にしなくちゃ。

辛いことも乗り越えてきた自分に

自信もってみんながんばろ！

【センター試験当日は緊張しましたか？】（受験生アンケートより）
緊張した…50.7％　緊張しなかった…49.3％　適度な緊張は必要かもヽ (ゝ ω･)ﾉ
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夢は逃げない。

逃げるのはいつも自分だ。

●　　●　　●

できないかもしれねえって思ってる奴が、

できるって思ってる奴に勝てるわけないだろ！

●　　●　　●

「どうせ」なんて思わないで。

やる前に諦めちゃうなんて

そっちの方が馬鹿みたいだよ。
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明日やろうは、ばかやろう。

【楽しい話】数学の時間、授業の残り時間が少なくて先生が急いでいたため、黒板に
三角関数と書くはずが三角関係と書いていました（笑）	（高校生）
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植物に「春化」があるように、

あたしにも今みたいに

厳しい「冬」が必要なんだ。

すごく怖くて苦しいけど、

これが無いと芽は出ない。

「冬」を体験した人にだけ春は来る。

【おすすめリラックス方法】旅行のガイドブックをみる！「来年受かったらここ行こうかな、
こんなもの食べに行こうかな」なんて考えているといい気分転換になる！	（高校生）
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受験勉強にフライングはありませんから(笑)

「まだ早い」なんて言わず

早く始めるのがベストです。

●　　●　　●

投げ出すことがあっても、

次の日にはまた向き合ってほしい。

そうすることで道がみえてくる。

●　　●　　●

やろうと思ったいまが始め時。

最初から完璧にできなくてもいい。

少しずつ夢に近づいていってください★
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受験生、桜を待つキミ、

目標に向かって頑張ってるみなさんへ。

時々ね『親に迷惑かけてるから』と言ってるけど、

そんなの子どもの仕事だからね。

そりゃ仕事で大変だったり失敗したりと

苦労はあるけど、それはあなたたちの親も

同じようにやってきたんだから、じゅんぐりばんこ。

迷惑だったら、親たちだって子どもに

迷惑かけてる時もある。頑張れ。

こっちもその姿に励まされてるんだから。
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自分の積み重ねてきた努力がある。

私は大丈夫。

受験の時にそう思える『自信』を作ってください。

●　　●　　●

努力が報われないこともあるけど、

努力することで得るものは必ずある！

受験生であることを楽しんでいこう！

【本を読みますか？】（受験生アンケートより）
よく読む…41.4%　あまり読まない…39.3%　よく読む人は国語が得意な傾向に !!ｄ (･∀･*)
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今は、先はとてつもなく長い道にみえて、

終わりが霞んでみえるかもしれない。

もしかしたら、

終わりが全く見えない日もあるかもしれない。

でも、まだ1年があと半年、

3ヶ月、1ヶ月、センター、あと1週間…

時間は絶対に流れてく。

現実味がないからやらないじゃない。

現実味がなくて周りがやってない、なら自分はやる。

そのぐらいの覚悟ないと、

国立なんて受かんないよ。

そして、夢を掴んで。合格して泣こ。
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いま高校2年生です。

毎日、先輩たちの意気込みを見せていただき

感動させてもらっています。

ここにいらっしゃる受験生のみなさん、

頑張ってください！

来年、僕たち後輩も、

先輩たちの後に続けるように頑張ります。

「頑張れ！受験生!!」応援しています。

＊英知の象徴	フクロウ＊フクロウはローマ神話の知恵と工芸の女神「ミネルヴァ」の使い。
日本では「不苦労」「福朗」の当て字からも縁起物として人気！
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試験が近くなるにつれて、

不安で不安でしょうがなくなると思う。

けれど、そのときに自分を信じ続けられる人が

合格を手にすると思います。

とにかく、自分を信じること。

信じられる自分になること。

だから、いま勉強して

自分に自信をつけてください。

一番大事なのは、絶対にあきらめないこと。

そして、運を自分の味方につけることも大事です。

がんばって(^o^)
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ずっと上だけを見ていたら、

躓くこともあるでしょう。

ずっと下だけを見ていたら、

伸び悩むこともあるでしょう。

しっかりと前を向いて、

自分の足で歩いていくことが、

何よりも大切だと思います。

がんばれ、全国の受験生！

☆英単語	語呂合わせ『英蔵』☆　【	morale	】士気、やる気
ご飯を盛られて士気が高まる　(投稿者／てちてち)
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センターまでの日数が減っていく中、

模試ラッシュが続く中、

みんなが自己嫌悪と戦いながら、

こんなんじゃだめだって頑張ろうとしていると思う。

悔しくて情けなくて涙も溢れますよね。

誰もが通る道。

だけど、いくら泣いたって合格するわけじゃない。

大切なのは、とことん泣いたら

また気持ちを切り替えて机に向かうこと！

絶対あの大学に合格するんだっていう

気持ちを再確認して！

その涙や葛藤は絶対無駄になりません。
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今日は試験本番だね。あなたなら絶対大丈夫。

みんなの見えないところで一生懸命勉強してたの

知ってるよ。いつもすれ違ってばっかりだけど

心はそばで応援しています。どうか合格を。

●　　●　　●

いよいよですね。

受験生の先輩たちの成功を祈ってます。

桜を咲かせてください。

私はここから一年正念場、突っ走ります。
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前期合格しました！

このサイトに何度も救われました。

大学行ったら勉強は今までの何倍もがんばります！

判定悪かったわたしですが

諦めずに合格を勝ち取れました。

後期受ける方、ベストを尽くしてください。

応援しています!!

最後までこのサイトで勇気もらって

燃え尽きてください。

みんなあなたの味方です(^_^)

【楽しい話】ある公民のテストで『政権公約』をカタカナ語であらわせと言う問題で
セイケンコウヤクと書く人が続出した！正しくはマニフェスト(笑)	（高校生）
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去年一浪して今大学生をしています。

現役のときからずっとこのサイトを見て

パワーをもらっていました。

私は、第一志望には合格できませんでした。

すっごい頑張ったけどだめでした。

めっちゃ頑張ったから、だからこそ悔しい!!

もちろん、いまも悔しさは残ったままです。

でも、やりきったって思える人しか

悔しい思いはできないんだよって言葉に救われました。

大学生活には大満足しています！

どんな結果になっても、

素敵な時間が過ごせるように、

今、受験生のみなさんがんばってください！

本当に応援しています。
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がんばれ受験生!!　応援コーナ
ー❷

受験生の仲間に悩みを相談したり、
誰かの相談にアドバイスしたり…
みんなで解決して合格を目指そう！！

相談・アドバイスするなら…
『みんなからの相談コーナー（あなたがアドバイザー）』

http://daigakujc.jp/adviser/

アドバイザーアドバイザーアドバイザーあなたが

私は朝と放課後学校で勉強
しています。学校にいるときは
かなり集中できるのに、
家に帰るとなんだか気が
抜けてしまって集中力が
続かず、悩んでいます。
ひとつのことに時間が
かかりすぎるので、問題集
の進みも遅く、この調子で
は終わらないのではないかと
不安です。　　　(高校3年)

アドバイスありがとうございます!
参考になりました(^_^)
お互いに頑張りましょう!

自分も家では集中できな
いので、

ちょくちょく場所を変え
ながら

やってます。気分がリフレ
ッシュ

できていいですよ。また
、集中

せずに1つの問題にだらだら
時間を

かけているよりは問題
ごとに

きちんと時間を決めてや
る方が

気持ちの切り替えができて
いいと

思います。ただ、あらかじめ
予備日

をつくっておいて、出来な
かった

ところはその日に復習する
という

ふうに決めておくことをすす
めます。

本当に集中できないときは
自分の

好きなことをしてリフレ
ッシュ

することも大切です。
お互い

がんばりましょう。　(既
卒受験生)

相　談 アドバ
イス

お　礼
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心に残る言葉



痛いのは生きているから。

転んだのは進もうとしたから。

逃げたいのは戦っているから。

悩んでいるのは変わりたいから。

苦しいと思うのは楽しさを知っているから。

幸せなのは頑張ったから。

あなたの人生に幸あれ。
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「いまから頑張っても間に合いますか？」

私は先生に尋ねた。

多分私は「いまからがんばれば大丈夫」

その返事が欲しかったんだろう。

でも先生の答えは違った。

「間に合わないなら、諦めるの？」

いつまでも甘えてちゃだめだよ。

私は諦めないからね。
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“合格できない⇒イメージできない。この対偶は？”

数学の先生らしい言葉に励まされました。

明日頑張ってきます！

●　　●　　●

一分一秒、無駄にしないで

勉強する貪欲さがあるか？

（化学の先生）

●　　●　　●

桜は厳しい冬を超えてこそ

美しい花を咲かせるんだ。

君達も今、苦しい時期を耐えたら

来年には綺麗な花を咲かせられる。

（学校の学年主任）
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「国立じゃなくたって私立になったっていい。

ただ、お前が本当にいきたいと思う大学にいけ。

そのためならおれはいくらでも働くから。

だってお前の人生だろ？」

父の言葉です。

本気で号泣しました。

だから、ちゃんと結果出して、

ちゃんと恩返しするんだ、絶対！
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得意だと思ってた科目で点取れなくなって、

先生に「やり方変えよう」って言われて泣きながら

「あと6日でなんとかなりますか」って聞いた。

「なんとかなる人にしか言わない」って言ってくれた。

先生ありがとう。

今までだって最後の最後で伸びた。

諦めない。

本番まで絶対諦めない。
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戦いは最後の５分間にある。

（ナポレオン・ボナパルト/政治家）

●　　●　　●

途中であきらめちゃいけない。

途中であきらめてしまったら、

得るものより失うもののほうが、

ずっと多くなってしまう。

（ルイ・アームストロング/ジャズミュージシャン）

●　　●　　●

今日まで自分を導いて来た力は、

明日も自分を導いてくれるだろう。

（『新生』島崎藤村/作家）
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がんばれ受験生!!　応援コーナ
ー❸

見事合格を勝ちとった先輩達からのメッセージ集！
お薦めの参考書や、勉強方法も参考にしてみよう☆

「合格体験記」コーナーには、先輩の生の声がたくさん掲載！
“サクラサク”春には、あなたの合格体験記をお待ちしています…♪

私はどの模試でも、夏も秋も直前もE判定
でした。しかし今になって思うことは、本当に
あきらめなくて良かったということです。
受験に不安と焦りはつきものです。
でもそれを解消する最善の方法は気に
せずにひたすら前を向くしかありません。
本当につらくなったら、支えてくれている
家族と先生方などを思い出してください。
自然とスイッチはONになるはずです。

▲

東京大学 理科一類 合格

受験は辛いことも多かったです。思うように成績が上がらなかったり
うまくいかなくてイライラしたり落ち込んだりしました。けれど
そんなことは誰でも多少なりともあり、そんな自分と向き合って
付き合っていける人が合格するのだと思います。あまり偉そうな
ことはいえませんが、不安なのはみんな同じです。大丈夫、自分を
信じて頑張ってください！

▲
京都大学 工学部 物理工学科 合格

合格体験記合格体験記

チャート古文。
チャートといえばすぐに

数学を思いつく人が

多いでしょうが、古文も

数学に負けないくらい

丁寧でわかりやすく、

基礎固めにも発展にも

最適な一冊です！

お薦め参考書
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（DJCスタッフ一同）

受験生のみなさんへ

みなさん、『TIPY』はいかがでしたか。
心に響いたことばは見つかったでしょうか。

勉強を頑張るのはあなたですが、あなたのそばには
支え、励まし、勇気づけてくれる存在が

きっとあるはずです。

今は、学びの楽しさ、勉強ができるありがたみ、
周りの方の…特に家族、先生といった大人たちの思いは、

なかなか理解できないかもしれません。
でもきっとあなたが大人になったとき、
身に染みて感じると思います。

それに気付いたそのときに、
あなたが素敵な大人でいてほしい。

そういう思いを込めて、『TIPY』を作りました。

私達もあなたを支える一員として、
陰ながら応援しています。
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受験生専用情報サイト

●全国の国公立大学、一部の難関私立大学の公式情報が満載！
●先輩達の合格体験記・勉強方法を読んで、受験に備えよう！
●受験に役立つ情報＆受験に向けてモチベーションアップの
　コーナーがたくさん！
●大学公式の志願状況（全国公立大学）、合格発表
　（一部の国公立大学）を掲載！

『TIPY』で紹介できた意気込み・エール・心に残る言葉は、ほんの一握り。
もっと読みたい方は、今すぐサイトにアクセス!!
投稿もお待ちしております(≧ω≦)/

http://daigakujc.jp

“がんばれ国公立大学受験生!!”

“がんばれ難関私大受験生!!”
姉妹サイト

では…
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意意意気気気込込込みみみ

エエエエーールルルルル

受受受受受受受験験験験験験生生生生生！！！！！！！！！！！

意気込み

エール

がんばれ受験生！！

受験生を
応援します！！

がんばれ  受験生 検索

http://daigakujc.jp
がんばれ国公立大学受験生!!


