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“努力の花開く！！”エクシードの受験生 

祝 合格！！ 

大学入試・高校入試でうれしい知らせが続々と入ってきています。今年は受験する高３生が少なかったので

すが、みんなそれぞれ頑張りかなりの成果を出してくれました。 みんなおめでとう！！  

◎平成 29 年度大学合格実績 

   広島大学 理学部        関西学院大学   理工学部   

  大阪市立大学 法学部      関西学院大学   法学部 

  岡山大学  農学部       関西大学     工学部 

  鹿児島大学 農林学部      関西大学    経済学部  

  高知工科大学 工学部      甲南大学    文学部 

                     神戸女学院  文学部 

                  近畿大学   農学部       

名城大学   農学部 

                  日本大学  農学部 

                  東京農業大学 農業学部 

                  神戸女子大 文学部 

◎平成 29 年度高校合格実績 

加古川東高校 理数科        加古川東高校 

 加古川北高校 単位制        加古川西高校 

 高砂南高校  文理探求       東播磨高校 

 小野高校 商業科          加古川北高校 

 加古川南高校 総合学科       加古川南高校 

 琴丘高校 国際文化科        小野高校 

 明石南高校 総合学科        農業高校 動物科学科  

 科学技術高校 科学科        高砂南高校 

 農業高校 動物科学科        高砂高校 

 姫路商業高校 商業科        松陽高校 

                   播磨南高校 

 【推薦・特色選抜入試】          【一般入試】 

合格者の声 
□古藤千寛さん(平岡南中学校出身・加古川東高校理数科合格) 

私は中学 1年生の時にエクシードに入りました。 

エクシードはあたたかい雰囲気でありながらも、個人に合った勉強のしかたや教材を的確に教えてくれる塾だと

思います。先生方も毎回あいさつしてくださるし、親しげに話しかけてくださるので、塾に行くのが楽しかったです。 

受かるかどうか自信がなかったのですが、自分の受験番号を見たときは本当にうれしかったです。すぐに効果

が出るわけではないけど、少しずつコツコツと勉強していったのが最終的な結果につながったのかなと思いま

す。 

諦めずにコツコツと勉強すれば、最後には必ず成功します。レベルが足りないからと諦めたりせず、自分

が行きたいと思う高校を目指してください。 

私も、次の大学入試に向けてエクシードで頑張ります。 

□川西咲弥さん(神吉中学校出身・加古川北合格) 

１年生のときに、姉の通っているエクシードに通い始めました。 

エクシードはとても楽しい塾で、先生方も質問したらすぐ教えてくださるし、分かりやすく面白いです。また、友

達と一緒に勉強できるので、塾に行って勉強しようという気になれる塾です。おかげで、入塾した時にとても苦

手だった英語もだんだんできるようになってきました。 

３年生にとってこの１年は大変な年になると思いますが、友達みんなと支えあいながら、一生懸命、自分なり

に頑張って欲しいです。後でやろうとするのではなく、今するように心がけて、時間を大切にして頑張って

下さい。 

□安井咲稀さん(神吉中出身・加古川北合格)        

エクシードは、分からないところは理解できるようになるまで教えてくださり、入試対策やテスト対策ではたくさん

の予想問題や過去問を解きます。塾の先生は明るく、イベントも豊富で勉強以外でも楽しい塾です。 

受験勉強を始めるのは早いほうが絶対にいいです。学校の実力テストや定期テストをしっかり点数を

取ったら、後々後悔しません。内申点はとても大事です。1 年頑張って合格したときの喜びは最高です。この

最高を味わえるよう、1年間頑張ってください。 

□藤原ゆずはさん(平岡中学校出身・農業高校動物科学科合格)  

私は 3 年生の夏休みにエクシードに入りました。エクシードはわからないところもしっかり教えてくださるし、土曜

特訓やテスト前の早朝特訓などがあり、テストの点数が上がり、とても良かったです。また、楽しい行事もあり、と

ても楽しく学ぶことができました。その中で新しい友達もできました。 

エクシードに入って勉強を頑張ろうという気持ちがよりいっそう高まり、推薦入試も倍率が高くて不安でしたが、

無事に合格することができました。 

入試はまだまだ先だと思うかもしれませんが、今のうちからコツコツ勉強していたら後から焦らずに済

むと思いますので頑張ってください。 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1522843163/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWJveC5qcC9kYl9pbWcvc296YWkvMDAwMDIvMjQ5NTgvd2F0ZXJtYXJrLmpwZw--/RS=^ADBMlsWoZ9aE1vBAf.7zS4CDZGdw7c-;_ylt=A2RCAw6abMNaU0sAuiOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1522843295/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMud2l4c3RhdGljLmNvbS9tZWRpYS83NWI3OWZfZTJkNWJkODJjMGExNGY4NzkxYzEwZDA0ZjU4NTNjMWMuanBn/RS=^ADBZ1ET9OdXrtkML6MJnCaT5.7QV3c-;_ylt=A2RCK.8fbcNa2z8AOVGU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
http://illustrain.com/?p=24752
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■中学生保護者会（入試報告会）開催のお知らせ 

  4/22（日） 宝殿第二教室   時間 午後７時～９時 

① 本年度高校入試報告（公立高校の出題分析・傾向など） 

② 学区の再編による影響 

③ 複数志願制度と特色選抜制度について 

④ 内申書の評価・通知簿の見方について 

⑤ 公立高校・私立高校の選定のしかた 

⑥ 受験を控えての勉強のしかた（高校受験土曜特別講座などについて） 

⑦ 来年度の高校受験の傾向と対策大学入試改革について 

■ゴールデンウィークと５月の休業日と振替授業について 

月末に中間試験が近づいているため、5/4・5/5は日曜に振替えて授業を行います。 

◎休業日  

4/30（月）昭和の日の振替休日 

5/3（木）憲法記念日 

5/4（金）みどりの日 

５/２９（火）～31（木） 

 ５週目につき（中間テストの強化授業は実施します） 

◎授業実施    

5/３（木）憲法記念日みどりの日 ⇒振替日 5/1３（日）  

5/４（金）みどりの日 ⇒振替日 5/２０（日） 

※5/5(土)こどもの日は授業を実施します。 

☆高校生のみなさんへ☆ 

エクシードは決して大手の塾ではありませんが、地域に密着し、大手塾に対し、勝るとも劣らぬ指導陣の顔

ぶれです。英語・数学をはじめ国語（古文・漢文も含む）・理科（物理・生物・化学・地学）・社会（日本史・

世界史）と高校生の全ての科目に対応できます。 

過去 3年間、国公立大学は、 

九州大学・筑波大学・北海道大学・神戸大学・大阪市立大学・広島大学・岡山大学・鹿児島大

学・兵庫教育大学・兵庫県立大学・岡山県立大学・鳥取大学・帯広畜産大学・高知工科大学 

また、私立大学は、 

関西学院大学・関西大学・同志社大学・立命館大学・甲南大学・近畿大学・京都産業大学・武

庫川女子大学などの合格実績があり、エクシードでも十分大学受験に対応できます。 

この他、兵庫医療大学や神戸学院大学総合リハビリテーション学科など看護医療関係の大学にも多く

の先輩が合格しております。 

また、自習教室として第二教室を開放しています。第二教室は日曜日も使用することができます。受験

に勝ち抜くには各教科の勉強法を習得し、それを貫くことと、自学自習の習慣づけです。 

そして、質よりも量です。量をこなしていけば、自分の不足するところが見えてきます。それをどんどん補

えば力はついてきます。 

目標を持ちそれをクリアする強い意志と行動力で自分の夢を叶えて下さい。私たちは君たちの最強の

サポターです。君たちの夢の実現のため、後押しし、精一杯サポートします。 

◆新高校一年生ガイダンスの実施 

新高校一年生に「２０２０年の大学入試改革」についてのガイダンスを行います。 

４月１４日(土)に行う予定ですが、詳細は追って連絡します。 

◎複数志願

高校 学科 定員 志願者数 今年度倍率 昨年度倍率

加古川東 普通 280 359 1.28 1.24

加古川西 普通 281 273 0.97 1.01

高砂 普通 200 157 0.79 1.13

高砂南 普通 200 284 1.42 0.98

松陽 普通 102 113 1.11 1.45

東播磨 普通 240 213 0.89 0.93

播磨南 普通 160 183 1.14 1.30

明石清水 普通 280 316 1.13 0.99

加古川北 普通(単位制) 140 159 1.14 1.13

加古川南 総合 120 110 0.92 1.20

◎複数志願なし

高校 学科 定員 志願者数 今年度倍率 昨年度倍率

商業 20 24 1.20 1.40

生活文化 20 22 1.10 1.50

農業 20 31 1.55 1.35

園芸 20 30 1.50 1.40

動物科学 20 40 2.00 1.65

食品科学 20 25 1.25 1.20

農業環境工学 20 27 1.35 1.24

造園 20 30 1.50 1.35

生物工学 20 28 1.40 1.30

小野 商業 20 21 1.05 1.00

機械 40 56 1.40 1.08

電気 40 56 1.40 1.00

建築 20 33 1.65 1.09

土木 20 34 1.70 1.24

公立高校一般入試志願状況

農業

東播工業

松陽
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☆卒業旅行で東京ディズニーシーに行ってきました！！ 

3/29（木）～3/31（土) 

 

ディズニーは生徒たちにとっては

ドリームランド・ワンダーランド。何

度来てもいいね。 

メキシコからの方と友達になりました。もちろん会話はす

べて英語でした。メキシコ人は母国語はスペイン語なん

ですが、英語も話せるんです。 

 

恐怖のタワーオブテラーの前で余裕？の一枚 

マントヒヒを思わせるこのキャラクター何んだっけ？ 

このグループはタワーオブテラーに４回

も乗ったとか。すごいね。 

みんな、被り物がよく似合っているよ 

 ニモの３人娘。かわいいね。 

みんなの笑顔が

はじけてるよ！ 

ディズニーに中学校の

制服。これがトレンドと

か。そういえばシーでた

くさんの制服姿見かけ

たよ。  


