
 

  

E判定から３ヶ月で B判定、 

そこからさらに３ヶ月で京都大学に 

現役合格した秘密の勉強法を解説する 
  

「逆転合格セミナー映像」 

期間限定無料プレゼント中!! 

   

 

現在、メルマガ読者限定で僕が逆転合格するまでの 

模試＆センター＆２次本番の結果を全て公開しています!! 

 

 
  

これらのデータを整理すると受験について面白い事実が見えてきます。 

気になる方は是非とも動画を見てください…。 

 

 



 

※下記にメールアドレスをご入力後、15 秒以内に自動返信で 

「逆転合格セミナー動画」を差し上げます。 

 
登録フォーム”https://my52p.com/p/r/JfRNshzS” 

※ご登録いただいたメールアドレスに、数回に渡って成績アップの秘密を解説した動画をお送りさせていただきます。 

 

 

 

 

メールアドレス入力が面倒な方は、 

空メール送信でも OK！ 

 

▶空メール送信で、セミナー動画を無料ダウンロードする 
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たくさんの感想と 

成果報告が届いています!!  

 

↓↓メール・LINE＠から直接いただいた感想↓↓ 

“復習をつい面倒がっていましたが、学校の数

学の授業で新しい単元の複素数平面がはじま

ったのでたくさん復習しています！ 

テスト満点取れそうです(*^^)v” 

 

 



 

 

 



 

 

↓↓感想フォームからいただいた感想↓↓ 

 

“意識の違いでこんなにもモチベーションが変わってくるとは思いもしませんでし

た！目から鱗です！あなたについていけば合格できるかも、いや「できて当たり前」

なのではないかと思いましたありがとうございました” 

 

“私はこの動画を見るまで自分は他の人よりも理解するのに時間がかかることがあ

るので自分って本当に頭が悪いんだなと思ってて悩んでました。しかし、今回この

動画を見て、考え方によってはそのことで悩まなくて良くなったりするんだなとい

うことがわかったので良かったです” 

  

この他にも多数の感想をいただいております!! 

（※最後の部分にまとめて掲載しています） 

  



 

以下のようなノウハウに 

興味があればご登録ください 
 

✓京大模試の結果が偏差値４０台で E 判定の 

落ちこぼれ受験生が京大に現役で逆転合格した秘密とは？ 

✓文系科目が大嫌いだった理系の受験生が、 

センター国語で 200 点中 185 点取得した、 

どんな苦手科目でも、必ず得意科目にする勉強法とは？ 

✓真面目な現役生ほど陥りやすい危険な罠とは？ 

✓ 2 次試験の直前まで右肩上がりに成績を伸ばし続け、 

本番で 120％の実力を発揮して合格する方法とは？ 

✓受験だけで成り立つライバルとの特殊な関係・正しい付き合い方とは？ 

✓一切のムダを省くことで同じ志望校を目指すライバルよりも圧倒的に

効率よく成績を上げられる受験戦略とは？ 

✓頭の良し悪しでもなく、使う教材の良し悪しでもない、 

落ちこぼれと秀才を分ける決定的な違いとは？ 

  



 

著者プロフィール 

 

 

 

 

 

 

京都大学合格を目指すが、挫折の日々を送る 

高校 3 年生になって進路を考えだした頃、 

「現状のレベルに合った大学じゃないと合格は難しい」 

という周囲の考えに疑問を感じ、 

「自分だってやればできるはず」という思いから京都大学を目指す。 

（東大でなかった理由は、大阪に住む自分にとって通える範囲でなく、下宿も難しかったため） 

しかし、現実はなかなかうまく行かず、夏の時点で合格判定は E 判定ばかり。 

いくら勉強しても結果がなかなかついて来ず、 

「やっぱり難関大学に合格するには才能が必要だったのか…」 

と挫折しかける。 

勉強法を徹底的に研究・実践し、逆転合格を果たす 

しかしある日、 

「自分の頭が悪いんじゃなくて、勉強方法が悪いんじゃないか？」 

という考えが浮かび、たくさんの勉強法をひたすら研究。 

 

H.N.:ゆうぽん 

職業：大学院生（京都大学）、 

   現在受験勉強指導として活躍中 

誕生日：11/16 

趣味：読書・音楽・ギター・サイクリング… ↑読者の方が 

作ってくれたアイコン画像 



 

細かいテクニックや役に立たないノウハウがたくさんある中、試行錯誤を繰り返し、「これだ！」

と思える勉強法を編み出し、ひたすら実践したところ、 

3 ヶ月で偏差値が 17 も上がってしまい、本人もびっくり。 

その勢いに乗って試験本番まで勉強し続け、一時は諦めかけていた 

京都大学への逆転現役合格を果たす。 

自分が結果を出した勉強法を広めるため活動中 

勉強法の重要性に身をもって気づかされた経験から、現在では学業のかたわら、 

自分が結果を出した正しい勉強法を広めるために、 

受験生のサポートに従事している。 

 

 

３ヶ月で合格判定が 

E→B まで上昇し、 

その勢いのまま勉強を続けて 

京都大学に逆転現役合格!! 

 

 



 

あなたの受験勉強に 

ゆうぽん式の勉強法を取り入れると？ 

 

✓科目の特性を把握しつつ、無駄な勉強を一切省き、 

必要なことだけに全力をつくすので、合格まで最短距離で到達できます。 

✓正答率の高い問題に対して、100％正解できることを重視して勉強する

ので、試験の傾向に影響されず、安定した点数を取ることができます。 

✓自分がいまやるべきことと、合格までに必要な勉強が明確に把握できる

ようになるので、試験本番まで勉強へのモチベーションが持続します。 

✓モチベーションが持続するので、成績が本番まで伸び続け、試験当日は

120％の実力を発揮できるようになります。 

✓苦手科目への意識を根本から改善し、得意科目に変えていくので勉強に

対するストレスが圧倒的に軽減されます。 

✓夜も眠れないほどに神経をすり減らしながら、不安で必死に勉強する受

験生活から、合格を確信しつつ落ち着いて勉強する、ゆとりある受験生

活へシフトできます。 

  

 



 

 

 

E判定から３ヶ月で B判定、 

そこからさらに３ヶ月で京都大学に 

現役合格した秘密の勉強法を解説する 

 

「逆転合格セミナー映像」 

期間限定無料プレゼント中!! 
 

 

※下記にメールアドレスをご入力後、15 秒以内に自動返信で 

「逆転合格セミナー動画」を差し上げます。 

 
登録フォーム「https://my52p.com/p/r/JfRNshzS」 

https://my52p.com/p/r/JfRNshzS
https://my52p.com/p/r/JfRNshzS


 

※ご登録いただいたメールアドレスに、数回に渡って成績アップの秘密を解説した動画をお送りさせていただきます。 

 

 

メールアドレス入力が面倒な方は、 

空メール送信でも OK！ 

 

▶空メール送信で、セミナー動画を無料ダウンロードする 
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無料メルマガに登録すれば貰える 

逆転合格セミナーについて 

 

 
 

 

動画セミナー＆確認テストのセットで、 

あなたの受験知識を 

最低でも京大生レベルまで高めます！ 
 

 

初級編のセミナーからスタートして、確認テストを突破するごとに、 

中級→上級→…とレベルアップしていく仕組みになっています。 

 

 

 

 

 

 

 



 

↓動画セミナーの様子↓ 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

ご登録時のご案内 

ご登録頂いたメールアドレスは、プライバシーポリシーに基づき厳重に管理いたし

ます。許可なく第三者に情報を、譲渡・貸与することはありません。 

 

※メルマガ、及びレポート内でご紹介するノウハウは、ゆうぽんが実践し実際に合格したノウハウをもとに作成

した映像ですが、成績の向上を必ず保証するものではありません。 

 

 

 

E判定から３ヶ月で B判定、 

そこからさらに３ヶ月で京都大学に 

現役合格した秘密の勉強法を解説する 

 

「逆転合格セミナー映像」 

期間限定無料プレゼント中!! 
 



 

 

※下記にメールアドレスをご入力後、15 秒以内に自動返信で 

「逆転合格セミナー動画」を差し上げます。 

 
登録フォーム「https://my52p.com/p/r/JfRNshzS」 

※ご登録いただいたメールアドレスに、数回に渡って成績アップの秘密を解説した動画をお送りさせていただきます。 

 

 

メールアドレス入力が面倒な方は、 

空メール送信でも OK！ 

 

▶空メール送信で、セミナー動画を無料ダウンロードする 
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初級編の感想をまとめました 
 

 

=====================================================

========================= 

 

基礎を固めて使いこなせれば、難関大学に合格できるとわかりました。京

大に合格できるという希望が見えた気がします。 

=====================================================

========================= 

 

現役生の国立大志望の者です。資料だけですが読みました。資料の内容に

ついては自分自身でも勉強法を今まで調べていたので全てが自分にとっ

て新しい情報という訳ではありませんでしたが、自分のやり方は間違いで

はなかったと確信を得られる内容でした。中級編も楽しみにしています。 

 

=====================================================

========================= 

 

難関大学の入試問題でさえも教科書レベルの基礎知識を基に作られてい

るとは知りませんでした。 

さらに 2 次試験では 6 割ほど取れば十分合格ラインに達するとのことで、

僕にもまだ可能性があるんじゃないかと思えてきました！ 

 

=====================================================

========================= 

 

構成が良いだけに、話術を上達させると聞き難さが解消されて良いと思い

ます。為になる話をありがとうございます。 

 

=====================================================

========================= 

 

二次試験の問題は、すっごく難しいんだろうなあ…と、不安に思っていた

のですが、超難問は解けなくてもいい、難関校ほど応用問題が多いと聞い

て以前よりやる気がでました！ 

 



 

=====================================================

========================= 

 

とてもわかりやすく、かつ、まだあきらめなくていいんだと思える内容で

した！ 

=====================================================

========================= 

 

 

想像してたよりもざっくりとしていて、なんだ、こんなことでいいのかと

とても驚きました！中級編が楽しみでたまりません！！ 

=====================================================

========================= 

 

 

9 割方既知の情報ばかりだったが、「原子の陽子と電子」の話は共感でき

た。 

=====================================================

========================= 

 

6～７割とれば受かるというのはわかりますが、それが難しいのではない

かなと思います。 

=====================================================

========================= 

 

完璧を目指すのでなく合格を目指すべき だとわかった 

=====================================================

========================= 

 

少し肩の荷が下りたというか、わりかし自分にも可能性があるのかもしれ

ないと思えました！実際 6，7 割で良いということは初めて知ることが出

来たのでとても良かったと思います！ 

=====================================================

========================= 

 

基礎が大事と分かっていても応用問題をやらないと力が伸びないのでは

ないかと思ってしまって応用問題に手を出すものの基礎が完璧ではない



 

ために結局解けないというのを繰り返す自分にとってこの動画はいかに

基礎が大事なのか改めて分からせてくれた。 

=====================================================

========================= 

 

自分は京都大学を志望しているものです。 

先程ゆーぽんさんのブログを拝見して、動画も見させていただきました。

私もお恥ずかしながら志望大学は京都大学と決めていたのにもかかわら

ず、今まで大した努力はしてきませんでした。でも、ゆーぽんさんもこの 

時期に勉強を始めて京都大学に見事合格をしたと聞いて、私もまだ頑張っ

てみようと思いました。私は、ただアタフタするだけでなにも受験勉強と

いう勉強をしてきませんでしたが、こうしてゆーぽんさんがどの程度取れ

れば合格ができるのか、入試にでてくるタイプをわかりやすく説明してく

れたおかげでやっと、なにか目標ができた気がします！ 

これから 6 ヶ月、必死に勉強を頑張りたいと思います、、！ 

 

=====================================================

========================= 

 

基本の大切が分かりました。悪戯に応用問題に手をつけない方がいいとい

うことですね。 

=====================================================

========================= 

 

僕は今まで理解を深めるために教科書に載ってないことも調べていまし

た。けどそれが間違っているということに気づけて良かったです！ 

=====================================================

========================= 

 

初めまして 高校一年生ですが どうらやって勉強して行ったらよいのか 

確認しながらできるので 

面白いし 興味がわきます 

 

=====================================================

========================= 

 

とても分かりやすかったです！ 



 

自分も京都大学を目指しているのですが、いまだに E 判定しかとったこ

とがないのでこれから逆転合格できるように努力するのでサポートよろ

しくお願いいたします！ 

=====================================================

========================= 

 

高３の夏休みが始まりかなり焦っていましたが、入試本番では６～７割取

ればよいことや教科書が基本となっていることを聞いて、自分も合格でき

るかもしれないと思えました。 

=====================================================

========================= 

 

 

受験生に成功してほしいという気持ちがとても伝わってきます。 

 

=====================================================

========================= 

 

効率だけを考えれば基礎からやって応用までを身につけることが大切だ

けど、個人的には超難問にも挑戦したいと思いました。 

 

=====================================================

========================= 

京大は特に応用力を試す入試だなって感じがしますよね。僕は今九州大学

の工学部 1 年生なのですが、京大の教育学部を受けてみようと思っていま

す。あと半年ですが、がんばります。 

 

=====================================================

========================= 

私は最近焦る気持ちばかり働いて、本当にやるべき事を見失っていました。

この動画を見て、そういえばそうだった、基礎からやればいいんだと少し

希望が見えました。ありがとうございました m(_ _)m 

=====================================================

========================= 

 

とても分かりやすい！ 

受験勉強を効率よくこなせそう！ 



 

=====================================================

========================= 

 

驚いた内容がいっぱいありました。5 割でも合格できるのは初めて聞きま

した。そして、ひらめきとかセンスが必要ないというのも驚きましたね。

学校の先生とか結構言うんですが、数 12AB はセンスが要るってですね。

中級の内容をお楽しみにしています。 

 

=====================================================

========================= 

 

前から教科書を理解する事が大事なことは知っていたのですが、なぜ大事

なのかどれほど効果的なのかがわかりませんでした。本当に大事なことが

まとまっており、本当に分かりやすいです。今まで色んな勉強法を調べて

きたのですが、その事が短縮してまとまっておりゆうぽんさんの動画を見

て、勉強させてもらいます。本当にありがとうございました。 

 

=====================================================

========================= 

 

私は深く理解することが基礎固めだと勘違いしていました。でも、スライ

ドを見て、深く理解することよりも深く考えず、要領よく勉強する方が受

験に向いていることがわかったのでよかったです。 

 

=====================================================

========================= 

 

 

満点を取りに行くのではなくて確実に 

解ける問題の点を稼いでいくこと、 

京大数学なら 6 問中 3 完(5 割)で合格を目指すべきだと思いました。 

応用問題を解けるようにこれから学習していきたいと思います！ 

 

=====================================================

========================= 

 

 



 

基礎をおろそかにしないで応用力をつけていくことが難関大合格を目指

す上で大切になることがわかりました 

 

=====================================================

========================= 

 

超難問題はじっさいとけなくてもいいということはしっていました。やは

りいちばん重要なのは、基礎をかためて応用できるということですね。5

割でも合格できるというのには、おどろきました。 

=====================================================

========================= 

 

 

京大物理の具体例があって分かりやすかったです。 

中級編も楽しみにしています！ 

 

=====================================================

========================= 

 

分かりやすく、良く出いていた 

具体的な勉強法を中級編で知りたいと思う 

 

=====================================================

========================= 

 

超難問でなく基礎、応用問題はやっぱり大事だなと思いました。 

 

=====================================================

========================= 

 

こんばんは、ゆうぽんさん 

 

 動画で「要領よく勉強することが合格のコツ」というのを見て本当にそ

うだなとおもいました。なぜならば、長男はわからない問題を何時間も考

える考えるタイプだったからです。答えを見るのは論外で、いくら時間が

あっても足りないだろうなと思っていました。 

 次男は、要領よく勉強できるタイプなのでこのまま行ってくれればと思

っています。 



 

 

難関大学ほど超難問ではなく、基礎や応用を大切にしてるというのは、と

ても意外でした。超難問ではなく基礎や応用なら自分でもできそうな気が

しました。改めて、受験についてまだ知らないことが多いと自覚できまし

た。 

 

=====================================================

========================= 

 

 

早い段階で基礎を終らせて応用に入ろうと考えていましたが、もう少し基

礎に重点をおいて勉強しようと思いました。 

 

=====================================================

========================= 

難関大だからといって難しい問題をとけなければならないわけじゃない

とわかって気持ちが楽になった 

=====================================================

========================= 

自分のやっていることが間違っていないという確認になる良い動画だっ

た 

=====================================================

========================= 

もうちょいはきはき喋ってくださると良かったです 

=====================================================

========================= 

京大の問題って難しいんだろうなぁ…と思っていましたが、基本と応用が

できればいいと聞いて少し安心しました！ 

 

=====================================================

========================= 

基本的なことを書いていて改めて基礎が大事なのが理解出来た。 

 

=====================================================

========================= 

難関大学でも 6～7 割ほどで合格出来ると知り、少し希望が湧いてきまし

た！ 

難問よりも基礎を大切にしようと思います 



 

=====================================================

========================= 

センター試験が近づき焦りばかりが先走っていましたが、今出来ることを

着実にこなすことの重要性を再認識しました。 

 

=====================================================

========================= 

事実を再認識できてよかった 

 

=====================================================

========================= 

 

6 から 7 割くらいの得点で合格するや、難関大学ほど超難問ではなく、応

用問題の連続というのを知って俺もできるんじゃないかなという気がし

てきました！ 

=====================================================

========================= 

自分は模試で結果が悪く、正直なところ諦めかけていましたが、まだいけ

るのではないかと思えました。 

 

=====================================================

========================= 

 

このことは知っていましたが、逆転合格された方が実際に語られると、よ

り真実味が増します。そうはいっても京大であればセンター8.5 割ほどは

必要なのではないかと思います。 

京大を目指しているものですが、ゆうぽんさんのように逆転合格したいで

す。 

 

=====================================================

========================= 

大学側の視点になって考えたら、というところがすごく腑に落ちました。

確かにこの情報社会なら必要であればどんなに難しい知識でも知ること

が出来るけれど、応用は基礎ができてなおかつ活用できないと解けない。

自分から答えを絞り出さなければならないし、そちらの方が重宝される力

だな、と思いました。 

 



 

=====================================================

========================= 

 

大学側のほしい学生の話、なるほどと思いました 

 

6 割をとるためになにをどのように勉強していくか次回が楽しみです 

=====================================================

========================= 

今や知識はどこからでも入手できる。 

大学がほしいのは知識を応用できる学生だ、 

というところが、とても説得力がありました。 

=====================================================

========================= 

自分は高2で京大志望です。京大のセンターや2次の配点は知っていても、

6.7 割とれればいいというのは知りませんでした。漠然と京大なら 8.9 割

いるとか思ってたので...。いま自分がなにをすべきなのか分からないまま

勉強していたので、この動画をみて少しそれがわかった気がします。 

=====================================================

========================= 

二次試験では 5 割もしくは 6～7 割取れれば合格できるというのは目から

鱗でした。 

基 礎 を 固 め る こ と が 何 よ り な の だ と 再 確 認 で き ま し た 。

=====================================================

===================== 

まずは基礎。そして応用力をつけることが大切なんですね。時間を有効に

使わないと…。 

あきらめず頑張ろうと思いました 

 

=====================================================

========================= 

初級編は、すでに承知している内容でした。 

中級、上級編ではどのような話が聞けるのか、楽しみです。 

=====================================================

========================= 

 

難問を解けなくても基礎とその応用で合格点に達することがわかりまし

た。中級編も見たいです。 



 

=====================================================

========================= 

言われてみたら、なるほど。と納得できました。今まで、満点を取れるよ

うに勉強した方自分が、あほらしく感じました。早く次の動画を見たいで

す。 

=====================================================

========================= 

諦め掛けていましたが頑張ろうと思った 

=====================================================

========================= 

教科書が土台となってることにやっと気づけた 

 

=====================================================

========================= 

生の入試の点数を見るのは新鮮でした。 

同じ工学部志望なので、実感が湧きました。 

 

僕の数学の先生も、難関大オープン模試などの超難問に対し、『６割でい

いんですから、こんなん解かなくていいんです』と断言していました。 

応用問題を解きこなせるようにするのが大事だと再認識できました。 

=====================================================

========================= 

どういうことを意識すれば良いのかということを具体的に例示されてい

てわかり易かった。 

超難問ばかり目が行ってしまうがそういう問題は解かなくてもよい 

 

=====================================================

========================= 

 

まだ諦めなくてもいいんだなと思いました！ 

こんな知識知らなかったです！ 

 

=====================================================

========================= 

基礎を積み重ねて行けば良いと安心しました！ 

続きが気になります！ 

 



 

=====================================================

========================= 

淡々と必要な事が語られていて、もしかして自分にも 

出来るかもと思わせてくてました。 

=====================================================

========================= 

結局は基礎をどれだけ落とさないかが合否のカギを握るんだなと思いま

した。あせらずいとついとつやっていこうと思います 

 

 

=====================================================

========================= 

この動画を見て、難関大学に行けそうだ！っとほんの少しですが思うよう

になりました。特に僕が思ってた応用問題についての概念がこの動画を見

てガラリと変わりました。 

中級、上級の動画が楽しみです 

 

=====================================================

========================= 

7 割以上とらないと、受からない。そう言われてきたので、驚きました。 

細かい文字で延々と書いてあるものだと思っていた。そんなことはなく、

とってもみやすく、わかりやすくてすごく良いものに出会えたなと、思っ

てます。 

 

=====================================================

========================= 

まだ諦めるには早いと思い直すことが出来ました。 

 

=====================================================

========================= 

基礎的なことが一番大事だということがよく分かりました。 

焦らずに基本の部分を固めたいと思いました！ 

=====================================================

========================= 

大学からの視点になって考えた時、確かに基礎や応用をこなせる学生を欲

しがるだろうなと思いました。基礎・応用問題はヒラメキで対応するもの

ではなく、誰でも出来るモノだと思い、やる気が出た気がします。 



 

=====================================================

========================= 

 

入試が教科書からでるということは当たり前のようであんまり意識して

こなかったのでとても参考になりました。 

 

=====================================================

========================= 

僕も京大受験生で高 1 から勉強からやってきたんですが、割と自分でもい

けるのかな…というか行きます！！笑 

もともと自分の知ってた内容が多かったけど、改めて聞いてみると、やは

り自分にもできそうな気がしたきがしました 

ほんとに賢い人は受験に向かないというのは本当に最近実感しているこ

とです 

=====================================================

========================= 

 

なるほどって思いました！ 

これをしっかりとやりたいと思います！ 

 

=====================================================

========================= 

電子と陽子の例が分かりやすかった 

 

=====================================================

========================= 

教科書の内容が理解できれば難関大学でも合格できることがわかりまし

た。 

=====================================================

========================= 

 

京大の二次試験はものすごく難しいものだと思っていたので、基礎をしっ

かりやれば解ける、というのは少し意外でした。でも自分にも可能性があ

ると思えました。 

=====================================================

========================= 

シンプルかつ確実に合格する方法だと思う 



 

=====================================================

========================= 

 

文系受験生の母です。 具体的ない勉強法を知りたい思います。 

=====================================================

========================= 

基本的な問題、応用問題を重点に勉強すればいいと思いました。難しく考

えなくていいそうなので、安心しました。中級編も楽しみにしています。 

=====================================================

========================= 

6、7 割でいけるっていうのを聞いて少し肩の荷がおりました…中級編楽

しみです 

 

=====================================================

========================= 

とてもわかりやすかったです。基礎が大切ということと、要領よく勉強す

れば国立大学に合格できるということがわかりました。 

=====================================================

========================= 

 

京大の試験が 5 割程度点数をとれば合格できるということは始めて知り

ました。てっきり 7 割はいるものと思っていました。 

=====================================================

========================= 

はじめまして。どんな受験勉強をされたのかとても興味深く、視聴させて

いただきました。 

私は、勉強をまったくしてきてなくて、中一からやり直さなくてはと考え

ていました。 

常識を疑え、ですね。私の常識を壊すその方法をぜひ知りたいです。 

=====================================================

========================= 

 

京大に行きたいと思っていて調べた先でゆうぽんさんのこの動画につい

て知りました。正直自分は頭が悪いから…と少し無理だと思ってしまって

いた部分もありましたが、カンペキを目指す必要もなく、天才でなくても

いいと知って可能性を感じられました。これは中級編にも期待です…！早

く見たいです。 



 

=====================================================

========================= 

6～7 割の点数を取れていればたいていの大学に合格できるというのは初

耳でしたがあとはほとんど知っていることでした。やはり教科書を完璧に

理解することが大切なのだなと思いましたがその勉強の仕方がイマイチ

よくわからないので中級編の動画を見て勉強法をしっかり学びたいです

( ???  ） 

 

=====================================================

========================= 

基礎が大事ということを確認することができたので 

普段からの勉強にしっかり身を入れて行きたいと思います。 

 

=====================================================

========================= 

 

 

E判定から３ヶ月で B判定、 

そこからさらに３ヶ月で京都大学に 

現役合格した秘密の勉強法を解説する 

 

「逆転合格セミナー映像」 

期間限定無料プレゼント中!! 
 

 



 

※下記にメールアドレスをご入力後、15 秒以内に自動返信で 

「逆転合格セミナー動画」を差し上げます。 

 
登録フォーム「https://my52p.com/p/r/JfRNshzS」 

※ご登録いただいたメールアドレスに、数回に渡って成績アップの秘密を解説した動画をお送りさせていただきます。 

 

 

メールアドレス入力が面倒な方は、 

空メール送信でも OK！ 

 

▶空メール送信で、セミナー動画を無料ダウンロードする 
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