
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなご感想が当会に 6年間で 1000 通以上届きました。ご感想を送ってくれた皆さまに心より感謝します。 中西 

 

    

「この集中法は僕に革命を起こしました。あれ「この集中法は僕に革命を起こしました。あれ「この集中法は僕に革命を起こしました。あれ「この集中法は僕に革命を起こしました。あれ

だけ集中できなかったのが今では嘘のようでだけ集中できなかったのが今では嘘のようでだけ集中できなかったのが今では嘘のようでだけ集中できなかったのが今では嘘のようで

す。僕の家の近くには図書館がないので、こす。僕の家の近くには図書館がないので、こす。僕の家の近くには図書館がないので、こす。僕の家の近くには図書館がないので、こ

の方法は大変ありがたいです。まだ高校２年の方法は大変ありがたいです。まだ高校２年の方法は大変ありがたいです。まだ高校２年の方法は大変ありがたいです。まだ高校２年

生ですが、受験を乗り越える自信がつきまし生ですが、受験を乗り越える自信がつきまし生ですが、受験を乗り越える自信がつきまし生ですが、受験を乗り越える自信がつきまし

た！本当にありがとうございました。中西さんた！本当にありがとうございました。中西さんた！本当にありがとうございました。中西さんた！本当にありがとうございました。中西さん

のことは一生忘れません。」のことは一生忘れません。」のことは一生忘れません。」のことは一生忘れません。」    Y.SY.SY.SY.S さんさんさんさん    

    

「早速実践してみたところ、確かに三時間が「早速実践してみたところ、確かに三時間が「早速実践してみたところ、確かに三時間が「早速実践してみたところ、確かに三時間が

あっという間で大変驚きました！勉強時間があっという間で大変驚きました！勉強時間があっという間で大変驚きました！勉強時間があっという間で大変驚きました！勉強時間が

劇的に増え、以前の自劇的に増え、以前の自劇的に増え、以前の自劇的に増え、以前の自分とは大違いで感激分とは大違いで感激分とは大違いで感激分とは大違いで感激

しています。本当に素晴らしい情報を提供ししています。本当に素晴らしい情報を提供ししています。本当に素晴らしい情報を提供ししています。本当に素晴らしい情報を提供し

て下さって、ありがとうございます！」て下さって、ありがとうございます！」て下さって、ありがとうございます！」て下さって、ありがとうございます！」 T T T T さんさんさんさん    

    

「本当にすごいと思います。友達にもオススメ「本当にすごいと思います。友達にもオススメ「本当にすごいと思います。友達にもオススメ「本当にすごいと思います。友達にもオススメ

しまくりましたしまくりましたしまくりましたしまくりました(o^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^o)」かんののさん」かんののさん」かんののさん」かんののさん    

    

「こんな勉強法があるなんて、驚きました！さ「こんな勉強法があるなんて、驚きました！さ「こんな勉強法があるなんて、驚きました！さ「こんな勉強法があるなんて、驚きました！さ

っそく実践していますが、本当に長時間勉強っそく実践していますが、本当に長時間勉強っそく実践していますが、本当に長時間勉強っそく実践していますが、本当に長時間勉強

できる！！この方法は本当に良いですね！できる！！この方法は本当に良いですね！できる！！この方法は本当に良いですね！できる！！この方法は本当に良いですね！

自分では絶対に思いつかなかっただろうし、自分では絶対に思いつかなかっただろうし、自分では絶対に思いつかなかっただろうし、自分では絶対に思いつかなかっただろうし、

中西さんにひたすら感謝です♪私は今高校中西さんにひたすら感謝です♪私は今高校中西さんにひたすら感謝です♪私は今高校中西さんにひたすら感謝です♪私は今高校

二年生で来年は受験生なわけですが、この二年生で来年は受験生なわけですが、この二年生で来年は受験生なわけですが、この二年生で来年は受験生なわけですが、この

勉強法で受験を乗りきりたいと思います勉強法で受験を乗りきりたいと思います勉強法で受験を乗りきりたいと思います勉強法で受験を乗りきりたいと思います(*^^*)(*^^*)(*^^*)(*^^*)

本当にありがとうございました！」まゆ本当にありがとうございました！」まゆ本当にありがとうございました！」まゆ本当にありがとうございました！」まゆさんさんさんさん    

        

「これを実践してから、非常に集中力を保て「これを実践してから、非常に集中力を保て「これを実践してから、非常に集中力を保て「これを実践してから、非常に集中力を保て

るようになって、時間があっという間に過ぎてるようになって、時間があっという間に過ぎてるようになって、時間があっという間に過ぎてるようになって、時間があっという間に過ぎて

いく爽快な感覚を味わっています。この方法いく爽快な感覚を味わっています。この方法いく爽快な感覚を味わっています。この方法いく爽快な感覚を味わっています。この方法

は様々な勉強法がある中で、画期的な発明は様々な勉強法がある中で、画期的な発明は様々な勉強法がある中で、画期的な発明は様々な勉強法がある中で、画期的な発明

品だと思います。これを続け、しっかり努力し品だと思います。これを続け、しっかり努力し品だと思います。これを続け、しっかり努力し品だと思います。これを続け、しっかり努力し

て絶対に志望校に合格します！」て絶対に志望校に合格します！」て絶対に志望校に合格します！」て絶対に志望校に合格します！」    トムリドルトムリドルトムリドルトムリドル

さんさんさんさん    

        

    「この勉強法、画期的です！多少の疲労感「この勉強法、画期的です！多少の疲労感「この勉強法、画期的です！多少の疲労感「この勉強法、画期的です！多少の疲労感

があっても、勉強できます。自分があっても、勉強できます。自分があっても、勉強できます。自分があっても、勉強できます。自分 1111 人だけで人だけで人だけで人だけで

は絶対に思いつかない方法です。この様なは絶対に思いつかない方法です。この様なは絶対に思いつかない方法です。この様なは絶対に思いつかない方法です。この様な

勉強法を紹介していただき、ありがとうござい勉強法を紹介していただき、ありがとうござい勉強法を紹介していただき、ありがとうござい勉強法を紹介していただき、ありがとうござい

ます。この方法は高校生だけでなく、社会人ます。この方法は高校生だけでなく、社会人ます。この方法は高校生だけでなく、社会人ます。この方法は高校生だけでなく、社会人

や大学生で資格取得の勉強をしている人にや大学生で資格取得の勉強をしている人にや大学生で資格取得の勉強をしている人にや大学生で資格取得の勉強をしている人に

も福音になも福音になも福音になも福音になるのではないかと思います。正るのではないかと思います。正るのではないかと思います。正るのではないかと思います。正

直、高校生の受験勉強だけには勿体ないで直、高校生の受験勉強だけには勿体ないで直、高校生の受験勉強だけには勿体ないで直、高校生の受験勉強だけには勿体ないで

す。」す。」す。」す。」N.SN.SN.SN.S さんさんさんさん    

    

「最初、正直こんなので集中力が上がる訳な「最初、正直こんなので集中力が上がる訳な「最初、正直こんなので集中力が上がる訳な「最初、正直こんなので集中力が上がる訳な

いって思ってました。騙されたつもりでやっていって思ってました。騙されたつもりでやっていって思ってました。騙されたつもりでやっていって思ってました。騙されたつもりでやって

たのですが、もう効果はすぐに出て驚きの連たのですが、もう効果はすぐに出て驚きの連たのですが、もう効果はすぐに出て驚きの連たのですが、もう効果はすぐに出て驚きの連

続でした！！この方法に出会えて本当に本続でした！！この方法に出会えて本当に本続でした！！この方法に出会えて本当に本続でした！！この方法に出会えて本当に本

当に良かったと思います！！ありがとうござ当に良かったと思います！！ありがとうござ当に良かったと思います！！ありがとうござ当に良かったと思います！！ありがとうござ

いました！」いました！」いました！」いました！」    チロル♪さんチロル♪さんチロル♪さんチロル♪さん    

    

「この勉強法は意外でした。でもこの勉強法「この勉強法は意外でした。でもこの勉強法「この勉強法は意外でした。でもこの勉強法「この勉強法は意外でした。でもこの勉強法

はすごく効果があります。おかげさまで総合はすごく効果があります。おかげさまで総合はすごく効果があります。おかげさまで総合はすごく効果があります。おかげさまで総合

テスト学年２位を取れました。」あっさんテスト学年２位を取れました。」あっさんテスト学年２位を取れました。」あっさんテスト学年２位を取れました。」あっさん    

    

    

「すごいためになりました！！一日「すごいためになりました！！一日「すごいためになりました！！一日「すごいためになりました！！一日 10101010 時間余時間余時間余時間余

裕になりました！！」ふるぽん侍さん裕になりました！！」ふるぽん侍さん裕になりました！！」ふるぽん侍さん裕になりました！！」ふるぽん侍さん    

        

「とても集中できて、「とても集中できて、「とても集中できて、「とても集中できて、10101010 時間以上普通に勉強時間以上普通に勉強時間以上普通に勉強時間以上普通に勉強

が続きます。」が続きます。」が続きます。」が続きます。」    笹川さん笹川さん笹川さん笹川さん    

        

「この勉強法で資格勉強順調です。うまくい「この勉強法で資格勉強順調です。うまくい「この勉強法で資格勉強順調です。うまくい「この勉強法で資格勉強順調です。うまくい

きそうなんでこのまま使わせていただきます。きそうなんでこのまま使わせていただきます。きそうなんでこのまま使わせていただきます。きそうなんでこのまま使わせていただきます。

１０時間が平気です。楽勝ｗ」１０時間が平気です。楽勝ｗ」１０時間が平気です。楽勝ｗ」１０時間が平気です。楽勝ｗ」    たかひろさんたかひろさんたかひろさんたかひろさん    

        

「目から鱗の情報でした。実践してみて、頭「目から鱗の情報でした。実践してみて、頭「目から鱗の情報でした。実践してみて、頭「目から鱗の情報でした。実践してみて、頭

が前より疲れにくくなって、勉強可能時間がが前より疲れにくくなって、勉強可能時間がが前より疲れにくくなって、勉強可能時間がが前より疲れにくくなって、勉強可能時間が

長くなり、進みも長くなり、進みも長くなり、進みも長くなり、進みも速くなりました。受験まで私速くなりました。受験まで私速くなりました。受験まで私速くなりました。受験まで私

はあと２ヶ月ですが、もっと早くにこちらを知っはあと２ヶ月ですが、もっと早くにこちらを知っはあと２ヶ月ですが、もっと早くにこちらを知っはあと２ヶ月ですが、もっと早くにこちらを知っ

ていたかったです！とってもためになる情報ていたかったです！とってもためになる情報ていたかったです！とってもためになる情報ていたかったです！とってもためになる情報

ありがとうございます！ライバルには内緒にしありがとうございます！ライバルには内緒にしありがとうございます！ライバルには内緒にしありがとうございます！ライバルには内緒にし

ておきます。」ておきます。」ておきます。」ておきます。」    あゆみんさんあゆみんさんあゆみんさんあゆみんさん    

    

「わかりやすくて、すぐに実行できる解説、本「わかりやすくて、すぐに実行できる解説、本「わかりやすくて、すぐに実行できる解説、本「わかりやすくて、すぐに実行できる解説、本

当にすばらしいです。尊敬するばかりです。当にすばらしいです。尊敬するばかりです。当にすばらしいです。尊敬するばかりです。当にすばらしいです。尊敬するばかりです。

実際に実行して、勉強がものすごく効率よく実際に実行して、勉強がものすごく効率よく実際に実行して、勉強がものすごく効率よく実際に実行して、勉強がものすごく効率よく

な っ て い ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま す 。 」な っ て い ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま す 。 」な っ て い ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま す 。 」な っ て い ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま す 。 」

chinatsuchinatsuchinatsuchinatsu さんさんさんさん    

        

「目から鱗が落ちました！これなら、勉強に「目から鱗が落ちました！これなら、勉強に「目から鱗が落ちました！これなら、勉強に「目から鱗が落ちました！これなら、勉強に

対する意識も大いに変わりそうです。今から対する意識も大いに変わりそうです。今から対する意識も大いに変わりそうです。今から対する意識も大いに変わりそうです。今から

ワクワクが止まりません！このような素晴らしワクワクが止まりません！このような素晴らしワクワクが止まりません！このような素晴らしワクワクが止まりません！このような素晴らし

い知識を教えてください知識を教えてください知識を教えてください知識を教えてくださり、本当にありがとうごり、本当にありがとうごり、本当にありがとうごり、本当にありがとうご

ざいました！ざいました！ざいました！ざいました！    これが他の人にも広まれば、とこれが他の人にも広まれば、とこれが他の人にも広まれば、とこれが他の人にも広まれば、と

思います！思います！思います！思います！    」ジャスミンさん」ジャスミンさん」ジャスミンさん」ジャスミンさん    

                    

「実践してから、勉強があまりイヤなものに感「実践してから、勉強があまりイヤなものに感「実践してから、勉強があまりイヤなものに感「実践してから、勉強があまりイヤなものに感

じなくなりました！！Ｔｏｄｏリストが多くても、じなくなりました！！Ｔｏｄｏリストが多くても、じなくなりました！！Ｔｏｄｏリストが多くても、じなくなりました！！Ｔｏｄｏリストが多くても、

以前より本当に気以前より本当に気以前より本当に気以前より本当に気が楽なんです！この効果が楽なんです！この効果が楽なんです！この効果が楽なんです！この効果

にはびっくりです！いつも助かっていますにはびっくりです！いつも助かっていますにはびっくりです！いつも助かっていますにはびっくりです！いつも助かっています」さ」さ」さ」さ

んたＪｒ．さんんたＪｒ．さんんたＪｒ．さんんたＪｒ．さん    

        

「実際にやってみたところ、今までよりかなり「実際にやってみたところ、今までよりかなり「実際にやってみたところ、今までよりかなり「実際にやってみたところ、今までよりかなり

楽に長時間勉強できるようになりました！自楽に長時間勉強できるようになりました！自楽に長時間勉強できるようになりました！自楽に長時間勉強できるようになりました！自

分は今年から浪人の者なんですが、現役時分は今年から浪人の者なんですが、現役時分は今年から浪人の者なんですが、現役時分は今年から浪人の者なんですが、現役時

は何をやってたんだと思うくらい集中できまは何をやってたんだと思うくらい集中できまは何をやってたんだと思うくらい集中できまは何をやってたんだと思うくらい集中できま

す。」宅バイさんす。」宅バイさんす。」宅バイさんす。」宅バイさん    

        

「この勉強法を実践する前までは、ダラダ「この勉強法を実践する前までは、ダラダ「この勉強法を実践する前までは、ダラダ「この勉強法を実践する前までは、ダラダラとラとラとラと

生産性の低い勉強を続けてはグダッと休む、生産性の低い勉強を続けてはグダッと休む、生産性の低い勉強を続けてはグダッと休む、生産性の低い勉強を続けてはグダッと休む、

の繰り返しでした。この勉強法に出会えて本の繰り返しでした。この勉強法に出会えて本の繰り返しでした。この勉強法に出会えて本の繰り返しでした。この勉強法に出会えて本

当によかったと思っています！！中西さんを当によかったと思っています！！中西さんを当によかったと思っています！！中西さんを当によかったと思っています！！中西さんを

尊敬するばかりです。」もんさん尊敬するばかりです。」もんさん尊敬するばかりです。」もんさん尊敬するばかりです。」もんさん    

        

「あたしは『勉強しよう』って言う気持ちになる「あたしは『勉強しよう』って言う気持ちになる「あたしは『勉強しよう』って言う気持ちになる「あたしは『勉強しよう』って言う気持ちになる

までが長くてまでが長くてまでが長くてまでが長くて((((笑笑笑笑))))、机に向かってもダラダラす、机に向かってもダラダラす、机に向かってもダラダラす、机に向かってもダラダラす

ることが多めでした。ですが、この方法を実践ることが多めでした。ですが、この方法を実践ることが多めでした。ですが、この方法を実践ることが多めでした。ですが、この方法を実践

すると、勉強が苦痛に感じる事が格段に少なすると、勉強が苦痛に感じる事が格段に少なすると、勉強が苦痛に感じる事が格段に少なすると、勉強が苦痛に感じる事が格段に少な

くなりました。感謝感謝の勉強法ですくなりました。感謝感謝の勉強法ですくなりました。感謝感謝の勉強法ですくなりました。感謝感謝の勉強法です^^^^^^^^」刹那」刹那」刹那」刹那

さんさんさんさん    

    

「革命的でした。中西さんみたいに、他人に「革命的でした。中西さんみたいに、他人に「革命的でした。中西さんみたいに、他人に「革命的でした。中西さんみたいに、他人に

貢献できる人になりたいです。貢献できる人になりたいです。貢献できる人になりたいです。貢献できる人になりたいです。    」本戸田さん」本戸田さん」本戸田さん」本戸田さん    

            

「本当にこの講座を受けて良かったと思いま「本当にこの講座を受けて良かったと思いま「本当にこの講座を受けて良かったと思いま「本当にこの講座を受けて良かったと思いま

す。ほんとに感謝です。これからもこういうのす。ほんとに感謝です。これからもこういうのす。ほんとに感謝です。これからもこういうのす。ほんとに感謝です。これからもこういうの

をしてほしいです。ありがとうございました。ほをしてほしいです。ありがとうございました。ほをしてほしいです。ありがとうございました。ほをしてほしいです。ありがとうございました。ほ

んと うほ んとに、こ の講 座に感 謝感謝でんと うほ んとに、こ の講 座に感 謝感謝でんと うほ んとに、こ の講 座に感 謝感謝でんと うほ んとに、こ の講 座に感 謝感謝で

す！！！！！！！」アイリスさんす！！！！！！！」アイリスさんす！！！！！！！」アイリスさんす！！！！！！！」アイリスさん    

            

「本当にためになりました！！！今までダラ「本当にためになりました！！！今までダラ「本当にためになりました！！！今までダラ「本当にためになりました！！！今までダラ

ダラとやっていた自分とさよならできましダラとやっていた自分とさよならできましダラとやっていた自分とさよならできましダラとやっていた自分とさよならできまし

た！！！これからも実践していこうと思いまた！！！これからも実践していこうと思いまた！！！これからも実践していこうと思いまた！！！これからも実践していこうと思いま

す！！！」にこにこさんす！！！」にこにこさんす！！！」にこにこさんす！！！」にこにこさん    

    

「実際に試してみました「実際に試してみました「実際に試してみました「実際に試してみました!!!!確かに、これだと勉確かに、これだと勉確かに、これだと勉確かに、これだと勉

強がサクサク進んでいい感じです！この勉強強がサクサク進んでいい感じです！この勉強強がサクサク進んでいい感じです！この勉強強がサクサク進んでいい感じです！この勉強

法を紹介するにあたっての、集中力に対する法を紹介するにあたっての、集中力に対する法を紹介するにあたっての、集中力に対する法を紹介するにあたっての、集中力に対する

『誤解』の話とかも、目から『誤解』の話とかも、目から『誤解』の話とかも、目から『誤解』の話とかも、目から鱗で、タメになりま鱗で、タメになりま鱗で、タメになりま鱗で、タメになりま

した。」岩永さんした。」岩永さんした。」岩永さんした。」岩永さん    

        

「本当に一日ずっと勉強していてももっと時「本当に一日ずっと勉強していてももっと時「本当に一日ずっと勉強していてももっと時「本当に一日ずっと勉強していてももっと時

間が欲しい！と思えるほど集中し、効率よく間が欲しい！と思えるほど集中し、効率よく間が欲しい！と思えるほど集中し、効率よく間が欲しい！と思えるほど集中し、効率よく

進められています。進められています。進められています。進められています。    」鈴木さん」鈴木さん」鈴木さん」鈴木さん    

        

「最初は半信半疑だったのですが、実際にこ「最初は半信半疑だったのですが、実際にこ「最初は半信半疑だったのですが、実際にこ「最初は半信半疑だったのですが、実際にこ

の方法を活用してみたら効果抜群でした！の方法を活用してみたら効果抜群でした！の方法を活用してみたら効果抜群でした！の方法を活用してみたら効果抜群でした！

どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました m(__)mm(__)mm(__)mm(__)m」みさきさ」みさきさ」みさきさ」みさきさ

んんんん    

        

「だらだらするより、ずっと質のいい勉強がで「だらだらするより、ずっと質のいい勉強がで「だらだらするより、ずっと質のいい勉強がで「だらだらするより、ずっと質のいい勉強がで

きますよね。早速実践したいと思います。本きますよね。早速実践したいと思います。本きますよね。早速実践したいと思います。本きますよね。早速実践したいと思います。本

当に目からうろこの勉強法です！」えりさん当に目からうろこの勉強法です！」えりさん当に目からうろこの勉強法です！」えりさん当に目からうろこの勉強法です！」えりさん    

        

「私は、もうすぐ資格試験を受けるのですが、「私は、もうすぐ資格試験を受けるのですが、「私は、もうすぐ資格試験を受けるのですが、「私は、もうすぐ資格試験を受けるのですが、

試験勉強がはかどらずあせっていたときにこ試験勉強がはかどらずあせっていたときにこ試験勉強がはかどらずあせっていたときにこ試験勉強がはかどらずあせっていたときにこ

の講座と出の講座と出の講座と出の講座と出会いました。この勉強法で集中力会いました。この勉強法で集中力会いました。この勉強法で集中力会いました。この勉強法で集中力

持続のペースを養っております。挫折から立持続のペースを養っております。挫折から立持続のペースを養っております。挫折から立持続のペースを養っております。挫折から立

ち直れそうです。講座ありがとうございます。ち直れそうです。講座ありがとうございます。ち直れそうです。講座ありがとうございます。ち直れそうです。講座ありがとうございます。

感謝感謝であります。」感謝感謝であります。」感謝感謝であります。」感謝感謝であります。」    サムライブルーさんサムライブルーさんサムライブルーさんサムライブルーさん    

    

「実践したその日から集中力が維持しやすく「実践したその日から集中力が維持しやすく「実践したその日から集中力が維持しやすく「実践したその日から集中力が維持しやすく

なり、即効性のある勉強法であると感じましなり、即効性のある勉強法であると感じましなり、即効性のある勉強法であると感じましなり、即効性のある勉強法であると感じまし

た。また、精神的な疲れが軽減され学習内容た。また、精神的な疲れが軽減され学習内容た。また、精神的な疲れが軽減され学習内容た。また、精神的な疲れが軽減され学習内容

のインプットもスムーズに出来ているような感のインプットもスムーズに出来ているような感のインプットもスムーズに出来ているような感のインプットもスムーズに出来ているような感

じがします！」スミスさんじがします！」スミスさんじがします！」スミスさんじがします！」スミスさん    

        

「以前より集中ができるようになったのでビッ「以前より集中ができるようになったのでビッ「以前より集中ができるようになったのでビッ「以前より集中ができるようになったのでビッ

クリしました。いい勉強方法を教えてくれてあクリしました。いい勉強方法を教えてくれてあクリしました。いい勉強方法を教えてくれてあクリしました。いい勉強方法を教えてくれてあ

りがとうございました！！！」りがとうございました！！！」りがとうございました！！！」りがとうございました！！！」    深澤深澤深澤深澤    翔さん翔さん翔さん翔さん    

    

「実践してみました。いつもは「実践してみました。いつもは「実践してみました。いつもは「実践してみました。いつもは 2222 時時時時間もすると間もすると間もすると間もすると

勉強にあきてしまっていたのですが、勉強にあきてしまっていたのですが、勉強にあきてしまっていたのですが、勉強にあきてしまっていたのですが、3333 時間時間時間時間

があっという間になりました。これからも実践があっという間になりました。これからも実践があっという間になりました。これからも実践があっという間になりました。これからも実践

していこうと思います。」あいさんしていこうと思います。」あいさんしていこうと思います。」あいさんしていこうと思います。」あいさん    

    



 

 

 

 

 

 

 

ぜひあなたのお子さんにも、勉強に集中できる“最高の爽快感”を体感させてあげてください。 

 「小学校のときより毎日の勉強の集中力がガ「小学校のときより毎日の勉強の集中力がガ「小学校のときより毎日の勉強の集中力がガ「小学校のときより毎日の勉強の集中力がガ

クンと落ちていて、成績もまぁまぁを抜け出せクンと落ちていて、成績もまぁまぁを抜け出せクンと落ちていて、成績もまぁまぁを抜け出せクンと落ちていて、成績もまぁまぁを抜け出せ

ませんでした。でも、この勉強法では疲れたませんでした。でも、この勉強法では疲れたませんでした。でも、この勉強法では疲れたませんでした。でも、この勉強法では疲れた

り嫌になったりすることがなく、集中力が保てり嫌になったりすることがなく、集中力が保てり嫌になったりすることがなく、集中力が保てり嫌になったりすることがなく、集中力が保て

るので、課題などもサクサク進んで勉強が楽るので、課題などもサクサク進んで勉強が楽るので、課題などもサクサク進んで勉強が楽るので、課題などもサクサク進んで勉強が楽

しいです！今後も続けていって、国公立を目しいです！今後も続けていって、国公立を目しいです！今後も続けていって、国公立を目しいです！今後も続けていって、国公立を目

指したいです！」指したいです！」指したいです！」指したいです！」ORANGEORANGEORANGEORANGE さんさんさんさん    

        

「今、浪人生をやっている身なのですが、勉「今、浪人生をやっている身なのですが、勉「今、浪人生をやっている身なのですが、勉「今、浪人生をやっている身なのですが、勉

強がうまくいかないときがあり、困っていたの強がうまくいかないときがあり、困っていたの強がうまくいかないときがあり、困っていたの強がうまくいかないときがあり、困っていたの

で本当に助かりました！ありがとうございましで本当に助かりました！ありがとうございましで本当に助かりました！ありがとうございましで本当に助かりました！ありがとうございまし

た！」た！」た！」た！」    けいこさんけいこさんけいこさんけいこさん    

        

「わたしの勉強の仕方についての問題点が「わたしの勉強の仕方についての問題点が「わたしの勉強の仕方についての問題点が「わたしの勉強の仕方についての問題点が

わかっただけでなく、具体的に何をすればよわかっただけでなく、具体的に何をすればよわかっただけでなく、具体的に何をすればよわかっただけでなく、具体的に何をすればよ

いのいのいのいのかを教えていただける実行性のある有かを教えていただける実行性のある有かを教えていただける実行性のある有かを教えていただける実行性のある有

益な内容でとても感謝をしております。」ゴー益な内容でとても感謝をしております。」ゴー益な内容でとても感謝をしております。」ゴー益な内容でとても感謝をしております。」ゴー

ヤさんヤさんヤさんヤさん    

        

「読むのにエネルギーのいる専門書がスイス「読むのにエネルギーのいる専門書がスイス「読むのにエネルギーのいる専門書がスイス「読むのにエネルギーのいる専門書がスイス

イと読み進められるようになりました。より早イと読み進められるようになりました。より早イと読み進められるようになりました。より早イと読み進められるようになりました。より早

く、目標へと近づく事ができそうです。また、く、目標へと近づく事ができそうです。また、く、目標へと近づく事ができそうです。また、く、目標へと近づく事ができそうです。また、

勉強だけでなく、仕事でも有効に機能してお勉強だけでなく、仕事でも有効に機能してお勉強だけでなく、仕事でも有効に機能してお勉強だけでなく、仕事でも有効に機能してお

ります。大変有益な講座をありがとうございまります。大変有益な講座をありがとうございまります。大変有益な講座をありがとうございまります。大変有益な講座をありがとうございま

した。」ひぐちさんした。」ひぐちさんした。」ひぐちさんした。」ひぐちさん    

        

「この方法の利点の一つに、”すぐ効果が実「この方法の利点の一つに、”すぐ効果が実「この方法の利点の一つに、”すぐ効果が実「この方法の利点の一つに、”すぐ効果が実

感できる”ということがありました。実践し始め感できる”ということがありました。実践し始め感できる”ということがありました。実践し始め感できる”ということがありました。実践し始め

たその日からはっきりわかるほど勉強の効率たその日からはっきりわかるほど勉強の効率たその日からはっきりわかるほど勉強の効率たその日からはっきりわかるほど勉強の効率

が上がりました。」が上がりました。」が上がりました。」が上がりました。」fordfordfordford さんさんさんさん    

    

「今までは何時間もやることが苦痛だっ「今までは何時間もやることが苦痛だっ「今までは何時間もやることが苦痛だっ「今までは何時間もやることが苦痛だったのたのたのたの

ですが、今ではとても集中してできるようになですが、今ではとても集中してできるようになですが、今ではとても集中してできるようになですが、今ではとても集中してできるようにな

りました！もっとはやくからこの勉強法を知れりました！もっとはやくからこの勉強法を知れりました！もっとはやくからこの勉強法を知れりました！もっとはやくからこの勉強法を知れ

たらよかったと少々残念です。センターまでたらよかったと少々残念です。センターまでたらよかったと少々残念です。センターまでたらよかったと少々残念です。センターまで

残り少なくなってきたのでこれからもこの勉強残り少なくなってきたのでこれからもこの勉強残り少なくなってきたのでこれからもこの勉強残り少なくなってきたのでこれからもこの勉強

法を利用して頑張りたいとおもいます！」あ法を利用して頑張りたいとおもいます！」あ法を利用して頑張りたいとおもいます！」あ法を利用して頑張りたいとおもいます！」あ

ーさんーさんーさんーさん    

    

「とてつもなく集中できました。今までとは違う「とてつもなく集中できました。今までとは違う「とてつもなく集中できました。今までとは違う「とてつもなく集中できました。今までとは違う

勉強法だからモチベーションも上がったし、メ勉強法だからモチベーションも上がったし、メ勉強法だからモチベーションも上がったし、メ勉強法だからモチベーションも上がったし、メ

リットだらけでした。続けていきたいです。」リットだらけでした。続けていきたいです。」リットだらけでした。続けていきたいです。」リットだらけでした。続けていきたいです。」

TAKOTAKOTAKOTAKO さんさんさんさん    

    

「こんにちは。私は今高「こんにちは。私は今高「こんにちは。私は今高「こんにちは。私は今高 3333 で、周りも受験を意で、周りも受験を意で、周りも受験を意で、周りも受験を意

識している中、あまり集中力がなく勉強に遅識している中、あまり集中力がなく勉強に遅識している中、あまり集中力がなく勉強に遅識している中、あまり集中力がなく勉強に遅

れをとっている気がしていました。この勉強法れをとっている気がしていました。この勉強法れをとっている気がしていました。この勉強法れをとっている気がしていました。この勉強法

を知ったことで前より集中を知ったことで前より集中を知ったことで前より集中を知ったことで前より集中できるようになり、勉できるようになり、勉できるようになり、勉できるようになり、勉

強が楽になりました。これからもこの勉強法を強が楽になりました。これからもこの勉強法を強が楽になりました。これからもこの勉強法を強が楽になりました。これからもこの勉強法を

使って頑張っていきます！」よっしーさん使って頑張っていきます！」よっしーさん使って頑張っていきます！」よっしーさん使って頑張っていきます！」よっしーさん    

    

「苦手な数学が苦じゃなくなりました。それ以「苦手な数学が苦じゃなくなりました。それ以「苦手な数学が苦じゃなくなりました。それ以「苦手な数学が苦じゃなくなりました。それ以

前に、勉強嫌いだった私が、机に向かい勉前に、勉強嫌いだった私が、机に向かい勉前に、勉強嫌いだった私が、机に向かい勉前に、勉強嫌いだった私が、机に向かい勉

強することを快感のように感じています。」ア強することを快感のように感じています。」ア強することを快感のように感じています。」ア強することを快感のように感じています。」ア

ニーさんニーさんニーさんニーさん    

「この勉強法は革命的で自分の中で『これ「この勉強法は革命的で自分の中で『これ「この勉強法は革命的で自分の中で『これ「この勉強法は革命的で自分の中で『これ

だだだだ!!!!!!!!!!!!』と思えた勉強法でした！今後もこの方』と思えた勉強法でした！今後もこの方』と思えた勉強法でした！今後もこの方』と思えた勉強法でした！今後もこの方

法で勉強していきます！もっともっと集中のこ法で勉強していきます！もっともっと集中のこ法で勉強していきます！もっともっと集中のこ法で勉強していきます！もっともっと集中のこ

とについて僕たちの為に研究していってくだとについて僕たちの為に研究していってくだとについて僕たちの為に研究していってくだとについて僕たちの為に研究していってくだ

さい、滅茶苦茶応援してますさい、滅茶苦茶応援してますさい、滅茶苦茶応援してますさい、滅茶苦茶応援してます!!! !!! !!! !!! 」とこっち」とこっち」とこっち」とこっち    

        

「今までのじぶんの考えを覆されたような、衝「今までのじぶんの考えを覆されたような、衝「今までのじぶんの考えを覆されたような、衝「今までのじぶんの考えを覆されたような、衝

撃を受けるような内撃を受けるような内撃を受けるような内撃を受けるような内容でした！」容でした！」容でした！」容でした！」    みずぐちみずぐちみずぐちみずぐち    

    

「自分でも驚くほどに勉強の効率が上がりま「自分でも驚くほどに勉強の効率が上がりま「自分でも驚くほどに勉強の効率が上がりま「自分でも驚くほどに勉強の効率が上がりま

したしたしたした!!!!中西さん、すごいです」中西さん、すごいです」中西さん、すごいです」中西さん、すごいです」    健介さん健介さん健介さん健介さん    

    

「理に叶った勉強法だと思います。勉強に対「理に叶った勉強法だと思います。勉強に対「理に叶った勉強法だと思います。勉強に対「理に叶った勉強法だと思います。勉強に対

する心構えがガラッと変わりました。あなたはする心構えがガラッと変わりました。あなたはする心構えがガラッと変わりました。あなたはする心構えがガラッと変わりました。あなたは

私にとって、いわば革命家です。救世主で私にとって、いわば革命家です。救世主で私にとって、いわば革命家です。救世主で私にとって、いわば革命家です。救世主で

す。頑張ってください。す。頑張ってください。す。頑張ってください。す。頑張ってください。    」ちろさん」ちろさん」ちろさん」ちろさん    

    

「実際にこの方法で勉強してみてビックリしま「実際にこの方法で勉強してみてビックリしま「実際にこの方法で勉強してみてビックリしま「実際にこの方法で勉強してみてビックリしま

した。こんなに集中して勉強出来たのは初めした。こんなに集中して勉強出来たのは初めした。こんなに集中して勉強出来たのは初めした。こんなに集中して勉強出来たのは初め

てです！ありがとうございました。」てです！ありがとうございました。」てです！ありがとうございました。」てです！ありがとうございました。」takatakatakataka さんさんさんさん    

        

「勉強しているというストレスもないので、格段「勉強しているというストレスもないので、格段「勉強しているというストレスもないので、格段「勉強しているというストレスもないので、格段

に勉強したいという欲求が出てきましたに勉強したいという欲求が出てきましたに勉強したいという欲求が出てきましたに勉強したいという欲求が出てきました!!!!このこのこのこの

方法で集中力アップして志望方法で集中力アップして志望方法で集中力アップして志望方法で集中力アップして志望校に絶対合格校に絶対合格校に絶対合格校に絶対合格

します！ありがとうございました！」ゆうさんします！ありがとうございました！」ゆうさんします！ありがとうございました！」ゆうさんします！ありがとうございました！」ゆうさん    

        

「予想もしていなかったやり方で驚きだっ「予想もしていなかったやり方で驚きだっ「予想もしていなかったやり方で驚きだっ「予想もしていなかったやり方で驚きだっ

たたたた    」デスドラさん」デスドラさん」デスドラさん」デスドラさん    

            

「最初は、えーそんなんで効果あるのーと思「最初は、えーそんなんで効果あるのーと思「最初は、えーそんなんで効果あるのーと思「最初は、えーそんなんで効果あるのーと思

いつつ挑戦してみたら、一日にできる勉強量いつつ挑戦してみたら、一日にできる勉強量いつつ挑戦してみたら、一日にできる勉強量いつつ挑戦してみたら、一日にできる勉強量

が増えた。そして、もっと増やしたくなって一が増えた。そして、もっと増やしたくなって一が増えた。そして、もっと増やしたくなって一が増えた。そして、もっと増やしたくなって一

日あたりの勉強時間が伸びた。まさか、私に日あたりの勉強時間が伸びた。まさか、私に日あたりの勉強時間が伸びた。まさか、私に日あたりの勉強時間が伸びた。まさか、私に

こんな集中できる日が来るとは…」こんな集中できる日が来るとは…」こんな集中できる日が来るとは…」こんな集中できる日が来るとは…」    しろたんしろたんしろたんしろたん    

        

「中西先生のおかげで楽しく勉強ができるよ「中西先生のおかげで楽しく勉強ができるよ「中西先生のおかげで楽しく勉強ができるよ「中西先生のおかげで楽しく勉強ができるよ

うになりました。自分に合った勉強法こそがうになりました。自分に合った勉強法こそがうになりました。自分に合った勉強法こそがうになりました。自分に合った勉強法こそが

合格に近づける一歩なのだと気づかされまし合格に近づける一歩なのだと気づかされまし合格に近づける一歩なのだと気づかされまし合格に近づける一歩なのだと気づかされまし

た。高１ですが早いうちにこの集中法を知れた。高１ですが早いうちにこの集中法を知れた。高１ですが早いうちにこの集中法を知れた。高１ですが早いうちにこの集中法を知れ

てよかったです。」てよかったです。」てよかったです。」てよかったです。」ゆあさんゆあさんゆあさんゆあさん    

    

「私は受験生の母ですが、やる気はあるのに「私は受験生の母ですが、やる気はあるのに「私は受験生の母ですが、やる気はあるのに「私は受験生の母ですが、やる気はあるのに

いざ机に向かうと違うことをしてしまう・・・といいざ机に向かうと違うことをしてしまう・・・といいざ机に向かうと違うことをしてしまう・・・といいざ机に向かうと違うことをしてしまう・・・とい

う大人にも使えると思います」う大人にも使えると思います」う大人にも使えると思います」う大人にも使えると思います」    はらばさんはらばさんはらばさんはらばさん    

    

「私は少なくとも効果覿面派です。実感よりも「私は少なくとも効果覿面派です。実感よりも「私は少なくとも効果覿面派です。実感よりも「私は少なくとも効果覿面派です。実感よりも

勉強時間が長くてびっくりするときもしばし勉強時間が長くてびっくりするときもしばし勉強時間が長くてびっくりするときもしばし勉強時間が長くてびっくりするときもしばし

ば。」つじーぬさんば。」つじーぬさんば。」つじーぬさんば。」つじーぬさん    

    

「この方法を教えていただいたおかげで、「この方法を教えていただいたおかげで、「この方法を教えていただいたおかげで、「この方法を教えていただいたおかげで、

BGMBGMBGMBGM がないときでも簡単に集中できるようにがないときでも簡単に集中できるようにがないときでも簡単に集中できるようにがないときでも簡単に集中できるように

なりました。資格試験の勉強には慣れているなりました。資格試験の勉強には慣れているなりました。資格試験の勉強には慣れているなりました。資格試験の勉強には慣れている

つもりでしたが（簿記検定他７つの２級を取つもりでしたが（簿記検定他７つの２級を取つもりでしたが（簿記検定他７つの２級を取つもりでしたが（簿記検定他７つの２級を取

得）、今までこんなに長時間集中して勉強で得）、今までこんなに長時間集中して勉強で得）、今までこんなに長時間集中して勉強で得）、今までこんなに長時間集中して勉強で

きたことがありませんでしたので、感謝の気持きたことがありませんでしたので、感謝の気持きたことがありませんでしたので、感謝の気持きたことがありませんでしたので、感謝の気持

ちでいっぱいです。」ちでいっぱいです。」ちでいっぱいです。」ちでいっぱいです。」jkjkjkjk1923192319231923 さんさんさんさん    

「あっという間に「あっという間に「あっという間に「あっという間に 1111 時間がすぎるし全然疲れて時間がすぎるし全然疲れて時間がすぎるし全然疲れて時間がすぎるし全然疲れて

ないのがわかりました！勉強していて時間がないのがわかりました！勉強していて時間がないのがわかりました！勉強していて時間がないのがわかりました！勉強していて時間が

あっという間だっていうことがなかったのでびあっという間だっていうことがなかったのでびあっという間だっていうことがなかったのでびあっという間だっていうことがなかったのでび

っくりです」よわさんっくりです」よわさんっくりです」よわさんっくりです」よわさん    

    

「早くこの勉強法をみつけれたら・・・」佐藤「早くこの勉強法をみつけれたら・・・」佐藤「早くこの勉強法をみつけれたら・・・」佐藤「早くこの勉強法をみつけれたら・・・」佐藤    

裕也さん裕也さん裕也さん裕也さん    

    

「教員を目指す「教員を目指す「教員を目指す「教員を目指す 25252525 才才才才((((女女女女))))です。一度社会人です。一度社会人です。一度社会人です。一度社会人

を経て、再度夢を捨て切れず会社を退職し、を経て、再度夢を捨て切れず会社を退職し、を経て、再度夢を捨て切れず会社を退職し、を経て、再度夢を捨て切れず会社を退職し、

現在は教員採用試験の勉強中の予備校生現在は教員採用試験の勉強中の予備校生現在は教員採用試験の勉強中の予備校生現在は教員採用試験の勉強中の予備校生

です。一日です。一日です。一日です。一日 10101010 時間勉強を目標に励むものの時間勉強を目標に励むものの時間勉強を目標に励むものの時間勉強を目標に励むものの

なかなか達成出来ない自分を変えたくて藁なかなか達成出来ない自分を変えたくて藁なかなか達成出来ない自分を変えたくて藁なかなか達成出来ない自分を変えたくて藁

にもすがる思いでたどりつきました。これはすにもすがる思いでたどりつきました。これはすにもすがる思いでたどりつきました。これはすにもすがる思いでたどりつきました。これはす

ごいです！！前よりも、集中力が格段にごいです！！前よりも、集中力が格段にごいです！！前よりも、集中力が格段にごいです！！前よりも、集中力が格段に UPUPUPUP

したのを感じましたのを感じましたのを感じましたのを感じます。とても参考になりました！す。とても参考になりました！す。とても参考になりました！す。とても参考になりました！

合格するまで、これからも実践させて頂きま合格するまで、これからも実践させて頂きま合格するまで、これからも実践させて頂きま合格するまで、これからも実践させて頂きま

す！！」す！！」す！！」す！！」 izumi izumi izumi izumi さんさんさんさん    

        

    「勉強の習慣がない人にとって大変効果的「勉強の習慣がない人にとって大変効果的「勉強の習慣がない人にとって大変効果的「勉強の習慣がない人にとって大変効果的

な勉強法だと思いました。な勉強法だと思いました。な勉強法だと思いました。な勉強法だと思いました。    」たけのこさん」たけのこさん」たけのこさん」たけのこさん    

        

    「机に向かって勉強したつもりになってダラ「机に向かって勉強したつもりになってダラ「机に向かって勉強したつもりになってダラ「机に向かって勉強したつもりになってダラ

ダラすごすことがなくなりました。しかもダラすごすことがなくなりました。しかもダラすごすことがなくなりました。しかもダラすごすことがなくなりました。しかも 1111 時間時間時間時間

があっという間で、もっと勉強したいと思うようがあっという間で、もっと勉強したいと思うようがあっという間で、もっと勉強したいと思うようがあっという間で、もっと勉強したいと思うよう

になりました。自分がこんなに集中して、何時になりました。自分がこんなに集中して、何時になりました。自分がこんなに集中して、何時になりました。自分がこんなに集中して、何時

間も勉強できるなんて驚きです。本当にこの間も勉強できるなんて驚きです。本当にこの間も勉強できるなんて驚きです。本当にこの間も勉強できるなんて驚きです。本当にこの

勉強法と中西さんに感謝です！」勉強法と中西さんに感謝です！」勉強法と中西さんに感謝です！」勉強法と中西さんに感謝です！」 i i i i さんさんさんさん    

        

「私もやってみて、こんなに勉強ってしんどく「私もやってみて、こんなに勉強ってしんどく「私もやってみて、こんなに勉強ってしんどく「私もやってみて、こんなに勉強ってしんどく

ないものなんだと初めて知りましないものなんだと初めて知りましないものなんだと初めて知りましないものなんだと初めて知りました。ありがとうた。ありがとうた。ありがとうた。ありがとう

ございます。」ございます。」ございます。」ございます。」    流れ星さん流れ星さん流れ星さん流れ星さん    

        

「最初、あまり信じてませんでした！ごめんな「最初、あまり信じてませんでした！ごめんな「最初、あまり信じてませんでした！ごめんな「最初、あまり信じてませんでした！ごめんな

さい！！ですが、ほんとうにびっくりするくらさい！！ですが、ほんとうにびっくりするくらさい！！ですが、ほんとうにびっくりするくらさい！！ですが、ほんとうにびっくりするくら

いの成果が出ました＼いの成果が出ました＼いの成果が出ました＼いの成果が出ました＼(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)／この方法に出／この方法に出／この方法に出／この方法に出

会えて本当に感謝です！本当にありがとうご会えて本当に感謝です！本当にありがとうご会えて本当に感謝です！本当にありがとうご会えて本当に感謝です！本当にありがとうご

ざいました。」ろるさんざいました。」ろるさんざいました。」ろるさんざいました。」ろるさん    

        

「長時間勉強に集中できない生徒に対し、提「長時間勉強に集中できない生徒に対し、提「長時間勉強に集中できない生徒に対し、提「長時間勉強に集中できない生徒に対し、提

案する勉強法として効果的だと感じました。案する勉強法として効果的だと感じました。案する勉強法として効果的だと感じました。案する勉強法として効果的だと感じました。

根拠がはっきりとしているので、根拠がはっきりとしているので、根拠がはっきりとしているので、根拠がはっきりとしているので、説明しやす説明しやす説明しやす説明しやす

く、生徒にとっても受け入れやすいやりかたく、生徒にとっても受け入れやすいやりかたく、生徒にとっても受け入れやすいやりかたく、生徒にとっても受け入れやすいやりかた

だと思いますだと思いますだと思いますだと思います。」。」。」。」    山本さん山本さん山本さん山本さん    

        

「騙されたと思って実際に取り組んでみたとこ「騙されたと思って実際に取り組んでみたとこ「騙されたと思って実際に取り組んでみたとこ「騙されたと思って実際に取り組んでみたとこ

ろ、聞いていた通り時間がたつのが早くろ、聞いていた通り時間がたつのが早くろ、聞いていた通り時間がたつのが早くろ、聞いていた通り時間がたつのが早く感じ感じ感じ感じ

られ、勉強の質も上がり、大変良かったと思られ、勉強の質も上がり、大変良かったと思られ、勉強の質も上がり、大変良かったと思られ、勉強の質も上がり、大変良かったと思

ってます。」小林さんってます。」小林さんってます。」小林さんってます。」小林さん    

        

「これからもたくさんの受験生を救ってくださ「これからもたくさんの受験生を救ってくださ「これからもたくさんの受験生を救ってくださ「これからもたくさんの受験生を救ってくださ

いいいい(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)！ほんとうに感謝でいっぱいです。あり！ほんとうに感謝でいっぱいです。あり！ほんとうに感謝でいっぱいです。あり！ほんとうに感謝でいっぱいです。あり

がとうございますがとうございますがとうございますがとうございます(^O^)(^O^)(^O^)(^O^)」」」」    笹さん笹さん笹さん笹さん    

        

「もっと早く知りたかった！「もっと早く知りたかった！「もっと早く知りたかった！「もっと早く知りたかった！    」」」」gintagintagintaginta さんさんさんさん    

    


