
【 埼玉県立高校合格者の声 】今年度も頑張りました！！   【 国立高校・私立高校単願合格者の声 】 

中村 光那(昭 和) 
 

不動岡高等学校 
開智高等学校 
春日部共栄高等学校 
 

私は中１から育英館に通い始め
ました。育英館の先生方は本当
に面白く、親しみやすい人ばか
りです。楽しみながら通ってい
るうちに、勉強に対する意識や
受験に対する心構えが変わりま
した。また、気軽に質問ができ、
理解するまで丁寧に教えてくれ
たので、心強かったです。育英
館に通って良かったです。本当
にありがとうございました。 

野原 啓佑(騎 西) 
 

不動岡高等学校 
大宮開成高等学校 
東京農業大学第三高等学校 
 

僕は小５から育英館に入りまし
た。教えてくれる先生方はとて
も面白く、授業も５科目それぞ
れ楽しく学ぶことができまし
た。特に苦手教科だった数学が
理解できるようになり、北辰テ
ストの偏差値も高い水準で安定
させることができました。不動
岡高校に合格できたのも育英館
のおかげだと思います。高等部
でも頑張りたいです。 

宇野木草汰(羽生東) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 大宮開成高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は中１の春から育英館に入り
ました。面白い先生方のおかげ
で勉強が楽しくなり、休まず通
い続けることが出来ました。中
３になり本格的に受験勉強を始
め、最初は難しく不安だったけ
れど、先生方の分かりやすい解
説によって、解くことが出来る
ようになりました。育英館あっ
ての合格だと思います。本当に
ありがとうございました。 

 北林 己座(羽生東) 
 

国立小山工業高等専門学校(建築学科) 
春日部共栄高等学校 
 
 

僕は、夏前までの学力で『このま
まの受験ではまずい』と思ってい
ました。しかし、育英館の夏期講
習で、先生方の授業は楽しく、勉
強に集中することができました。
先生方の分かりやすい説明のお
かげで、徐々に成績が上がり、第
一志望校に合格することができ
ました。この結果は育英館のおか
げです。本当にありがとうござい
ました！！ 

小礒 里奈(羽生南) 
 

獨協埼玉高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 
 

私は小学４年生から育英館に通
い始めました。中学校に入ってか
らは塾で勉強をし、部活にも真剣
に取り組んで、勉強と部活を両立
してがんばりました。また、進路
を決める三者面談では、受験につ
いてたくさんアドバイスを頂き、
自分の行きたい高校を見つける
ことが出来ました。そして合格す
ることができ、育英館に入って本
当に良かったです。 

岡田 千紘(平 成) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 
昌平高等学校 
 

姉は育英館から不動岡高校に入
りました。でも、僕は元々、勉
強するのは好きでなく、姉の『楽
しいから』の言葉で育英館に入
りました。育英館の先生方はみ
んなユニークで、授業がとても
面白く、『勉強は楽しいこと』と
思えるようになりました。成績
も上がり、僕も志望校に合格で
きました。育英館で学べて良か
ったと心の底から思います。 

佐藤 瑞輝(騎 西) 
 

伊奈学園総合高等学校 
昌平高等学校 
東京農業大学第三高等学校 
 

私は小６の冬から育英館に入り
ました。初めて塾に通うので、
不安がたくさんありましたが、
面白く親しみやすい先生方の授
業は、とても分かりやすく、苦
手だった数学や理科も楽しく学
ぶことができました。そして成
績もどんどん上がりました。こ
れが第一志望の高校に合格する
ための大きな力・得点源になっ
たのだと思います。 

木村 聡希(昭 和) 
 

伊奈学園総合高等学校 
昌平高等学校 
佐野日大高等学校 
 

僕は小６末に育英館に入塾しま
した。中学では部活もがんばり
ましたが、通常授業に加え、春
期講習・夏期講習などで予習・
復習ができたので、学校の授業
は問題なく一つ一つの内容を理
解することができました。その
おかげで目標だった伊奈学園高
校に合格することができ、本当
に良かったです。ありがとうご
ざいました。 

 津﨑 健杜(昭 和) 
 

春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種) 
 
 

僕は中１から育英館に入り、３年
間ほとんど休む事なく通いまし
た。それは、先生方の分かりやす
い説明と楽しい授業があったか
らだと思います。中１・中２では
中間・期末対策、中３では北辰対
策や入試対策など、各テストに対
応した授業があり、さらに細かな
受験指導もあって第一志望の高
校に合格しました。３年間ありが
とうございました。 

宮崎 真衣(昭 和) 
 

大宮開成高等学校(特進Ⅱ類) 
開智高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。それまでは学校のテスト前し
か勉強をしていなくて、苦手な部
分がたくさんありましたが、先生
方の分かりやすい授業のおかげ
で、苦手だった所を克服すること
ができました。進路のこともたく
さん相談にのってもらえて、将来
を考えて高校を選べました。育英
館に入って本当に良かったと思
います。 

松本 心美(羽生南) 
 

不動岡高等学校 
獨協埼玉高等学校 大宮開成高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

私は中１の春期講習から育英館
でお世話になりました。初めて
の塾だったので不安は大きかっ
たのですが、面白い先生方や個
性豊かな友達が多く、通常授業、
夏期・冬期講習、特進講座と、
３年間楽しく充実した時間を送
ることができました。第一志望
の高校にも合格でき、本当に感
謝しています。育英館に通って
本当に良かったです！ 

齊藤 千夏(羽生南) 
 

春日部東高等学校 
東京農業大学第三高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私は中１から育英館に入りまし
た。最初は中学の勉強について
いけるか不安でした。しかし、
育英館に入り、楽しく分かりや
すい授業を受け、さらに日曜特
訓や北辰対策などで苦手な英語
や数学を特訓し、克服すること
ができました。そのおかげで、
目標としていた高校に合格でき
ました。育英館に入って本当に
良かったです。 

小林 莉子(昭 和) 
 

伊奈学園総合高等学校 
東京家政大学附属女子高等学校 
昌平高等学校 
 

私は小５の夏から育英館に入り
ました。授業がとても面白く、
友達もたくさんでき、楽しく通
うことができました。中３にな
ってから、北辰テストや学校の
成績が伸びずに、不安を感じた
時期もありましたが、育英館の
先生方のサポートのおかげで、
すべての志望校に合格すること
ができました。本当にありがと
うございました。 

 阿部 遥菜(騎 西) 
 

春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

私は中２から育英館に入りまし
た。それまでは学校の授業にあま
りついていけず、勉強が嫌いでし
た。でも、塾での授業はとても楽
しく、無理することなく勉強に集
中することができ、勉強すること
が好きになりました。一番苦手だ
った教科も今では一番得意な教
科になりました。育英館で学べて
とても良かったです！ありがと
うございました。 

金子 璃南(騎 西) 
 

佐野日大高等学校(特進α奨学生Ⅰ種) 
 
 
 

私は小４から育英館に入りまし
た。面白く分かりやすい授業で、
学力がどんどんついていきまし
た。中３では、日曜特訓や北辰対
策も行い、５科目の本格的な受験
対策をして準備を進めることが
できました。また急な進路変更に
も臨機応変に対応して下さりま
した。育英館で学ぶことができて
良かったです。行きたかった高校
での生活が楽しみです。 

川嶋 穗楓(加須北) 
 

不動岡高等学校 
獨協埼玉高等学校 
昌平高等学校(Ｔ特選奨学生Ⅱ) 
 

私は小学校高学年から育英館に
お世話になっていました。育英
館では面白い先生方が分かりや
すく、実戦的で的確な指導をし
て下さり、ゆとりを持って受験
に臨むことができました。第一
志望校に合格することができた
のも育英館のおかげです。あり
がとうございました。高校生に
なっても育英館で頑張りたいで
す。 

野本 絢音(加須北) 
 

伊奈学園総合高等学校 
春日部共栄高等学校 昌平高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私は小５から育英館に入塾し、
中学で伸びられるようにと小学
校では習わない重要事項まで学
びました。それは中１や中３の
基礎を身に付けるのにとても役
立ちました。中３では本科・内
申対策授業や春期・夏期・冬期
講習・北辰対策などがんばりま
した。また、受験時には、親身
なアドバイスもあり、志望校に
合格、本当に嬉しかったです。 

小林 拓磨(昭 和) 
 

伊奈学園総合高等学校 
埼玉栄高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種) 
 

育英館は５教科を総合して学び
ます。５教科全体で少しずつ成
績を上げる方が楽だし、苦手な
教科も徐々に分かるようになり
ました。そして得意教科はもっ
と分かるようになりました。お
かげで、第一志望校に無事合格
することができました。合格で
きたのは育英館で入試直前まで
とことん特訓してもらったおか
げです。とても感謝しています。 

 植松 祐樹(加須東) 
 

昌平高等学校(特進) 
 
 
 

僕は友人に誘われ、中１から育英
館に入りました。学校の予習・復
習はもちろん、発展問題の解き方
なども学ぶことができました。中
３になると、入試や北辰テストな
どで使える、学校では習わない公
式なども知ることができました。
先生方のしっかりとした進路指
導や的確なアドバイスのおかげ
で、志望校に合格できたのだと思
います。 

田島 風馬(加須西) 
 

昌平高等学校(Ｔ特選奨学生Ⅲ) 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 
 

僕にとって育英館の先生方のサ
ポートと、明るい仲間はとても大
きなものでした。中３になり、先
生方は受験生としての自覚・意識
を早くに感じさせてくださり、良
いスタートを切ることができま
した。仲間と明るく競える授業形
式でお互いを高め合うことがで
きたおかげで志望校合格につな
がったのだと思います。５年間あ
りがとうございました。 

石川 玲奈(北川辺) 
 

越ヶ谷高等学校 
春日部共栄高等学校 
國學院栃木高等学校(Ｓ奨学生) 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。今まで塾に行ったことがな
かったのでとても不安でした
が、先生方は優しく、その不安
はすぐになくなりました。そし
て授業は丁寧で分かりやすく、
苦手な所や受験で大切な所をき
ちんと理解することができまし
た。もっと早くから育英館で学
んでいれば良かったと思いまし
た。 

杉本 拳斗(騎 西) 
 

春日部東高等学校 
東京農業大学第三高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

兄が育英館に通っていたので育
英館の良さは知っていました。
入塾すると、授業は分かりやす
く兄の話よりももっと素晴らし
いと思いました。本科や内申対
策授業、夏期講習などは僕に『勉
強ができる』という自信をつけ
てくれました。そして入試では
無事に合格することができまし
た。今度はこれを読んだ君が育
英館で合格の栄冠を掴む番だ！ 

兒嶋 優芙(羽生東) 
 

春日部女子高等学校 
昌平高等学校 
 
 

私は小６から育英館に入りまし
た。先生方とはとても親しく話
せるようになり、私の質問や疑
問にも的確なアドバイスや丁寧
な指導で答えて頂き、苦手教科
もなくなりました。また、進路
で悩んだ時も親身に相談にのっ
て下さり、安心して受験に臨む
ことができました。そして無事
に春日部女子高校に合格できま
した。本当に嬉しかったです。 

 栗原 咲太(平 成) 
 

昌平高等学校(特進アスリート) 
 
 
 

僕は中３から育英館に入りまし
た。はじめはすごく緊張しました
が、先生方の授業は楽しく、毎回
塾に行くのが楽しみになりまし
た。また、授業は分かりやすく、
北辰テストの偏差値も以前とは
比べものにならない程上がりま
した。入試の練習も行い、本番で
は落ち着いて受験することがで
きました。本当に育英館に入って
良かったです。 

赤上 蓮 (北川辺) 
 

都立産業技術高等専門学校 
春日部共栄高等学校 
開智未来高等学校 
 

僕は中３から育英館に入りまし
た。僕が行きたい学校は高専で、
情報がなく、どう勉強したらよい
か分からない状態でした。そんな
僕に育英館の先生方は、長い時間
をかけて指導して下さいました。
勉強で分からない所はもちろん、
受験の事や面接練習など、何でも
聞けるとても良い塾です。皆さん
も育英館で夢を叶えてみません
か！ 

 

不動岡高校 ７名 熊谷女子高校 １名 越ケ谷高校 １名 国立小山工業高専 １名 伊奈学園高校 ８名 

春日部東高校 ４名 春日部女子高校 ５名 杉戸高校 ７名 都立産業技術高専 １名 大宮光陵高校 １名 

開智高校 ３名 獨協埼玉高校 ３名 大宮東高校 ２名 久喜北陽高校 ６名 久喜高校 ４名 

春日部共栄高校 １４名 大宮開成高校 ５名 東京農大第三高校 ７名 本庄東高校 １名 羽生第一高校 ２名 

開智未来高校 ２名 東京家政大附属女子高校 １名 埼玉栄高校 １名 浦和学院高校 ２名 浦和実業学園高校 １名 

昌平高校 １９名 花咲徳栄高校 ７名 佐野日大高校 ２９名 國學院栃木高校 ２名 他 ・ 多 数 合 格 
 

 

 


