髙波 幸平(加須東)
早稲田大学本庄高等学院
栄東高等学校
昌平高等学校(奨学生Ⅰ)
育英館は生徒と先生の関係がと
ても密接な予備校でした。学校の
学習に合わせた授業と入試突破
のためのハイレベルな授業のお
かげで、高い内申点と実力を得る
事が出来ました。育英館が僕の第
二の学校です。第一志望校の入試
には書類提出と面接があり、先生
方には夜遅くまで添削と指導を
してもらいました。育英館に通え
て本当に良かったです。

石垣 美羽(平

成)

不動岡高等学校
大宮開成高等学校
昌平高等学校
私は小６の時に育英館に入りま
した。先生方の授業はとても楽し
く、分かり易いと常に感じていま
した。また、私は国語と英語が苦
手で、その２教科がいつも足を引
っ張っていました。しかし、入試
対策模試を受ける度に点数が上
がっていきました。最終的に第一
志望校に合格する事が出来、とて
も嬉しいです。ありがとうござい
ました。

松谷 光琉(平

成)

不動岡高等学校
開智未来高等学校(準特待生)
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
僕は中３から育英館に入り、得意
な教科がさらに出来るようにな
り、前の塾とはかなり違う事を感
じました。面白い先生ばかりで、
楽しく受験の為の授業を受けた
一年間でした。進路に関しても細
かい受験指導があり、とても心強
かったです。おかげで志望してい
た高校に合格する事が出来まし
た。とても良い先生方にめぐり会
えて良かったです。

吉川 花菜(平

成)

熊谷女子高等学校
開智未来高等学校
東京家政大学附属女子高等学校
私は中３の春から育英館に入り
ました。育英館の先生方の授業は
とても面白く、分かり易く、苦手
だった数学も徐々に点数がとれ
るようになりました。授業を受け
ていくうちに、偏差値が上がり、
志望校に合格する事が出来まし
た。また、先生方のサポートのお
かげで安心して、受験に臨む事が
出来ました。本当にありがとうご
ざいました。

畑中 奏人(平

成)

不動岡高等学校
昌平高等学校 開智未来高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
僕は中３になって育英館に入り
ました。育英館では学校の授業を
先取りした学習が出来、定期テス
ト・実力テストはもちろん、入試
本番でもたくさん点数をとるこ
とが出来ました。特に苦手だった
教科で得点がとれたのは、先生方
の楽しい授業のおかげです。本当
に育英館で勉強する事が出来て、
良かったです。ありがとうござい
ました。

髙橋

凜 (昭

和)

不動岡高等学校
開智高等学校
昌平高等学校(奨学生Ⅰ)
私は中２から育英館に通い始め
ました。それまでは、受験に対す
る意識が低く、勉強への意欲があ
りませんでしたが、育英館に通い
始めてからは、毎日受験に向けて
勉強するようになりました。先生
方には、楽しく分かり易い授業を
して頂き、また、いつも相談に乗
って頂き、心の底から感謝してい
ます。本当にありがとうございま
した。

鈴木 佑梨(加須東)

東浦

圭 (昭

和)

熊谷高等学校
昌平高等学校
春日部共栄高等学校
僕は中１の頃、塾に通いたいと親
にお願いをして育英館に入りま
した。入って間もない頃は緊張し
ながら授業を受けていたけれど、
育英館の授業は学校の授業より
面白く、すぐに慣れる事が出来、
楽しく授業を受ける事が出来ま
した。受験で役に立つ知識をたく
さん教えてもらい、無事、志望校
に合格する事が出来ました。育英
館で学べて良かったです。

鈴木 美佳(昭

和)

開智高等学校
開智未来高等学校

熊谷女子高等学校
開智未来高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
私が育英館に入ったのは、中２の 私は中３から育英館に入りまし
夏期講習からでした。その当時、 た。育英館の授業はとても分かり
私は数学と英語がとても苦手で 易く、基礎をしっかり身に付ける
した。けれど育英館に入って、た 事が出来ました。そのおかげで学
くさんの先生方や友人達のサポ 校の授業も心配なくついていく
ートを受け、勉強が楽しくなりま 事が出来、成績も上がりました。
した。そして志望校に合格する事 また、受験の時には先生方の手厚
が出来ました。入試の直前まで親 いサポートのおかげで、志望校に
身になって相談に乗ってくれた 合格することが出来、とても嬉し
先生方や仲間達に感謝の気持ち いです。育英館で学ぶ事が出来
でいっぱいです。
て、本当に良かったと思います。

川島 優人(昭

和)

鈴木 健生(昭

和)

大宮開成高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)

越ヶ谷高等学校
昌平高等学校
埼玉栄高等学校
僕は小６から育英館に入りまし 僕は中１の冬に育英館に入りま
た。個性的かつ熱心な先生方と刺 した。勉強が嫌いでしたが、先生
激を与えてくれる仲間達のおか 方の授業はとても分かり易く、入
げで、不安だった受験を楽しく、 塾後は『勉強が楽しい』と思うよ
自信を持って迎える事が出来ま うになりました。中３になって、
した。夏にさぼって、一度下がっ 相当追いつめられ、志望校合格が
てしまった偏差値もすぐに取り 不安だったけれど、授業でつまず
戻す事が出来、安心しました。教 き易い所、受験に出易い所、間違
えて下さった全ての先生方に感 え易い所などを詳しく教えて頂
謝しています。育英館で学べて良 きました。お陰で無事に合格出来
かったです。
ました。育英館で良かったです。

内田萌衣花(大利根)

櫻井 梨名(昭

和)

東京農業大学第三高等学校
國學院栃木高等学校

春日部東高等学校
昌平高等学校
埼玉栄高等学校
私は小４から育英館に入りまし 小学校の時から苦手だった算数
た。中学校に入学してから部活動 が、中学生で数学になり、学校の
に集中してしまい、あまり勉強に 授業についていけるのか心配で、
取り組む事が出来ませんでした。 私は新中１の春期講習から入塾
しかし部活を引退してから、通常 しました。育英館では予習気味に
授業や夏期講習、冬期講習、日曜 授業が進み、テスト前にはテスト
講習などで先生方の熱心な指導 対策として復習をしてくれたの
を受け、遅れを取り戻す事が出来 で、良い成績を残せるようになり
ました。そして無事に志望校に合 ました。分からない所があったら
格する事が出来ました。６年間、 丁寧に分かるまで教えてくれた
本当にお世話になりました。
先生方に感謝しています。

小野田羽華(大利根)

桑原 由衣(羽生西)

不動岡高等学校
獨協埼玉高等学校
春日部共栄高等学校(Ｃ特待生)
私は中１の冬期講習から育英館
に入り、たくさんの事を学びまし
た。育英館の授業は、とても楽し
く印象に残るものばかりでした。
先生方が熱心に教えてくれたお
かげで、志望校に合格する事が出
来ました。分からない問題があれ
ば、いつでも教えてくれて、受験
の前も支えてくれました。とても
心強かったです。ありがとうござ
いました。

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
私は中２から育英館に通い始め
ました。友達もいて、先生方も面
白く、楽しく通う事が出来まし
た。途中、部活が忙しくて、通う
事がつらい時期もありましたが、
先生方のサポートのおかげで、北
辰テストや実力テストの偏差値
を上げる事が出来ました。そし
て、第一志望校に合格する事が出
来ました。先生方に感謝していま
す。

不 動 岡 高 校 １２名 熊 谷 高 校 １名
伊奈学園高校 ３名 春日部東高校 ５名
早稲田大学本庄高校 １名 鴻 巣 高 校 ２名
栄 東 高 校 １名 淑徳与野高校 １名
開 智 高 校 ５名 獨協埼玉高校 １名
開智未来高校 １０名 大宮開成高校 ４名
春日部共栄高校 ８名 昌 平 高 校 １５名

熊谷女子高校 ３名
春日部女子高校 ２名
久喜北陽高校 ７名
日大豊山女子高校 １名
東京家政大附属女子高校 １名
本庄東高校 １名
花咲徳栄高校 １３名

佐藤 柚希(加須西)
淑徳与野高等学校

青木 優奈(騎

西)

私は小６から育英館に入りまし
た。育英館の授業は面白く、素敵
な友人にも出会う事が出来、毎週
通うのが楽しみでした。やる気の
出なかった時も、熱心に教えて下
さる先生方や高みを目指して頑
張る友人のおかげで、私も頑張る
事が出来ました。一番行きたかっ
た高校に合格出来て、本当に良か
ったです。育英館での思い出は決
して忘れません。

不動岡高等学校
開智高等学校 春日部共栄高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
中１から育英館に入り、先生方の
ユニークな授業をたくさん受け
ました。おかげで勉強する気持ち
が向上し、苦手教科も少しずつ出
来るようになりました。また、授
業中や休み時間中にたくさんの
質問に答えて下さったおかげで、
分からない所がすぐに解決出来
ました。たくさんの面白い先生方
や友達に支えられて幸せでした。
☆ありがとうございました!!

矢嶋 啓太(加須西)

宇野木菜那(羽生東)

春日部東高等学校
昌平高等学校
花咲徳栄高等学校(奨学生Ｃ)
僕は小学生から約４年間育英館
に通い、しっかり基礎を身に付け
ました。そして中学では学校の定
期テスト、実力テストなどで常に
上位をキープ出来ました。受験時
は競い合う仲間と内申対策・受験
対策を頑張りました。受験用の三
者面談や特訓授業などもあり、志
望校に合格出来ました。高校入学
後も育英館で学んだ事を忘れず
頑張ります。育英館サイコー!!

不動岡高等学校
春日部共栄高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
私は中１の時から不動岡高校に
入る事が夢でした。しかし、英語
と数学が苦手でどうすれば良い
のか全然分かりませんでした。そ
んな時、育英館の先生方が理解出
来るまで教えてくれて、勉強の悩
みなど気持ちの面でもサポート
してくれました。そして、不動岡
高校に合格する事が出来ました。
育英館に入って本当に良かった
です。ありがとうございました。

冨田 麻衣(加須西)

畑瀬 未琴(羽生東)

春日部女子高等学校
昌平高等学校
春日部共栄高等学校
兄が通っていた事から、私も育英
館に入りました。学校の授業だけ
では分からなかった所や苦手な
所も、育英館では分かり易く教え
てくれました。先生方は面白く、
楽しく授業を受ける事が出来ま
した。北辰テストや実力テストで
も良い点数がとれました。育英館
のおかげで、第一志望校に合格す
る事が出来ました。本当にありが
とうございます。

不動岡高等学校
大宮開成高等学校
春日部共栄高等学校
私は『自分の力だけでは志望高校
へ行くことが難しい』と感じ、中
３になってから入塾しました。育
英館の授業は要点を押さえたも
ので、入試に大変役立ちました。
入塾が遅かった私へのフォロー
も手厚く、授業についていく事が
出来ました。定期テストの得点や
受験の際に大切な内申点も上が
りました。おかげで無事志望高校
に合格出来ました。

徳田廉太朗(加須西)

五月女涼太(羽生東)

春日部東高等学校
昌平高等学校 開智未来高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
僕は中２の冬から入塾しました。
最初は不安もあったけれど、育英
館の先生方は、面白くて分かり易
い授業をしてくれたので、楽しく
勉強に取り組む事が出来ました。
そのおかげで、予定していた受験
校は全て合格する事が出来まし
た。本当に良かったです。高校へ
入学後も、育英館で教わった事を
忘れずに、頑張っていきたいと思
います。

熊谷西高等学校
佐野日大高等学校

甲山 皐名(羽生東)
昌平高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)

僕は中２から育英館に入りまし
た。育英館に入るまで、『塾に行
くのなんてどうせつまらないだ
ろう』と思っていましたが、育英
館の先生方は、授業の中で印象に
残る役立つ知識・公式を教えて下
さり、試験中にその事を思い出
し、問題をすらすら解く事が出来
ました。育英館は勉強の楽しさを
教えてくれる塾でもありました。
とても感謝しています。

関根 綺星(羽生東)

中１の２学期から育英館に入り
ました。塾がないと全然勉強しな
い僕にとって、育英館の指導方針
はとても良い影響を与えてくれ
ました。育英館で勉強して、分か
らなかった所を家で復習し、しっ
かり理解を定着させる事で、偏差
値を少しずつ上げる事が出来ま
した。先生方の授業も面白く、分
かり易かったです。ありがとうご
ざいました。

不動岡高等学校
昌平高等学校(奨学生Ⅱ)
開智未来高等学校(準特待生)
夏期講習で受けた授業が面白く、
小５から育英館に通い始めまし
た。勉強が苦手だった私も、育英
館で知り合った勉強熱心な友達
に囲まれる良い環境で勉強して
いくうちに、勉強する事だけでな
く、お互いに教え合う事が楽しく
なっていき、学力が上昇していき
ました。第一志望校に合格出来た
事も友達や先生方のおかげです。
ありがとうございました。

越ヶ谷高校
１名
大宮光陵高校
１名
久喜高校
７名
東京農大第三高校
１名
本庄第一高校
２名
正智深谷高校
２名
佐野日大高校 ２６名

熊谷西高校
杉戸高校
羽生第一高校
埼玉栄高校
浦和学院高校
叡明高校
國學院栃木高校

１名
６名
５名
４名
１名
２名
４名

他 ・ 多 数 合 格

