
 

 

 

春日部高校 １名 不動岡高校 ９名 熊谷高校 ２名 熊谷女子高校 ２名 越ヶ谷高校 １名 

熊谷西高校 １名 伊奈学園高校 ３名 春日部東高校 ５名 春日部女子高校 ４名 杉戸高校 ６名 

久喜北陽高校 ５名 久喜高校 ６名 鴻巣高校 １名 羽生第一高校 ３名 大宮東高校 １名 

栄東高校 １名 開智高校 ４名 開智未来高校 ５名 東京農大第三高校 １名 埼玉栄高校 ４名 

獨協埼玉高校 ２名 大宮開成高校 ６名 花咲徳栄高校 １４名 東京家政大附属女子高校 ２名 浦和学院高校 １名 

春日部共栄高校 ９名 昌平高校 ２４名 佐野日大高校 ２３名 國學院栃木高校 ５名 他 ・ 多 数 合 格 
 

深井崇太郎(平 成) 
 

春日部高等学校 
開智高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ⅱ) 
 

僕は中３から育英館に入りまし
た。今まで塾に通った事がなく、
初めはとても不安でしたが、いざ
通ってみるとそのような不安は
すぐになくなりました。同じ教室
で学ぶライバル達から刺激を受
ける事で、勉強に対して真剣に向
き合う事が出来ました。そして、
無事第一志望合格を勝ち取る事
が出来ました。育英館で学べて本
当に良かったと思います。 

境澤 美優(昭 和) 
 

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の終わり頃から約３年
間、育英館に通いました。家で勉
強するのが苦手な私でしたが、毎
日楽しく通う事が出来ました。授
業や進路の事についても分かり
易く教えて下さり、そのお陰で第
一志望である不動岡高校に合格
する事が出来ました。育英館で学
ぶ事が出来、本当に良かったで
す。ありがとうございました。高
校でも頑張ります。 

吉田 穂澄(昭 和) 
 

不動岡高等学校 
大宮開成高等学校 
昌平高等学校 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。受験生となり、不安も多く、
プレッシャーを感じていました。
しかし、先生方の面白くて、分か
り易い授業や熱心な受験指導に
何度も何度も励まされました。そ
のお陰で、私立高校に合格し、そ
のままの勢いで第一志望校にも
合格する事が出来ました。本当に
ありがとうございました。高校で
も頑張りたいと思います。 

原田 美恵(北川辺) 
 

不動岡高等学校 
開智未来高等学校(Ａ特待生) 
 
 

私は、中３から育英館に入りまし
た。中３は本科の他に北辰対策や
日曜特訓などもあり、大変な時も
あったけど、頑張ったお陰で、偏
差値が徐々に上がりました。レベ
ルの高いクラスで、みんなとお互
いに刺激し合えた事など、とても
雰囲気の良い環境で勉強出来て
良かったです。育英館のお陰で、
合格する事が出来ました。ありが
とうございました。 

松本 拓実(加須西) 
 

不動岡高等学校 
栄東高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ⅰ) 
 

育英館の授業は面白いと同時に
とても分かり易く、自分の実力を
徐々に高めるのに最適でした。あ
まり勉強をする事が好きではな
い僕にとって、レベルの高い授業
を受けられる事は、とてもありが
たかったです。また、それだけで
なく、三者面談や日曜特訓など、
先生方は熱心に指導してくれた
ので、無事志望校に合格出来まし
た。とても楽しい３年間でした！ 

新井 章 (昭 和) 
 

不動岡高等学校 
獨協埼玉高等学校 
 
 

僕は中１から育英館に入り、とて
も個性的な先生方から様々な事
を学び、自分の学力を存分に伸ば
す事が出来ました。また、受験勉
強で心が折れそうになった時に、
励ましの言葉を頂き、とても心強
かったです。先生方には感謝して
も感謝しきれません。育英館あっ
ての合格だったと思います。育英
館に通って本当に良かったと思
います。 

佐藤 大輝(昭 和) 
 

越ケ谷高等学校 
春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

中２で育英館に入り、毎日部活で
疲れていても、面白い先生方のお
陰で、楽しく授業を受ける事が出
来ました。入塾してからは毎日勉
強する癖もつきました。先生方の
進路指導のお陰で、私立高校に続
き、第一志望の高校にも合格する
事が出来ました。育英館に入って
勉強する事が出来て、本当に良か
ったです。ありがとうございまし
た。 

 林 皓太(昭 和) 
 

春日部東高等学校 
昌平高等学校 
春日部共栄高等学校 
 

中２の３学期から育英館に通い
始めました。勉強が嫌いな僕にと
って、育英館は真面目に、楽しく、
面白く、そして濃密な勉強が出来
る唯一の場所でした。育英館で勉
強し始めると、苦手だった教科が
次第に分かる様になっていき、い
つの間にか５教科全て、同じくら
いの偏差値になっていました。勉
強する事の楽しさを学べる育英
館に通えて良かったです。 

青木 愛莉(北川辺) 
 

春日部東高等学校 
昌平高等学校 
國學院栃木高等学校 
 

私は中学入学と同時に育英館に
入りました。育英館での勉強は、
学校よりも内容が濃く、疑問に思
った点があれば質問をして、分か
り易く教えてもらいました。一年
生の頃一番苦手だった社会が、今
では一番好きな教科になりまし
た。また、苦手な理科も受験当日
に良い結果を残す事が出来まし
た。３年間本当にありがとうござ
いました。 

弓下 未來(加須西) 
 

開智高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ⅲ) 
 
 

僕は小６から育英館に入塾しま
した。元々、家庭学習をほとんど
していなかった僕にとって、塾は
楽しく、理解し易く、学習する事
が出来る学校又は家の様な存在
でした。中３の夏休みに怠けて、
偏差値を落としてしまった僕で
すが、先生方の親身なサポートの
お陰で、無事、第一志望校に合格
する事が出来ました。４年間本当
にお世話になりました。 

近藤 湊人(昭 和) 
 

不動岡高等学校 
大宮開成高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ⅲ) 
 

兄が育英館で学び、不動岡高校に
合格したので、僕も中学校入学と
同時に育英館に入りました。先生
方の分かり易い授業のお陰で、勉
強が嫌いな僕でも、勉強に励む事
が出来ました。偏差値が伸び悩ん
だ時期も有りましたが、徐々に上
がっていき、小学校の頃からずっ
と憧れていた不動岡高校に合格
する事が出来ました。本当にあり
がとうございました。 

菊間のぞみ(昭 和) 
 

春日部女子高等学校 
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２の時に育英館に入りま
した。先生方の楽しい授業のお陰
で勉強が今までよりも好きにな
りました。中３になってからは、
受験が近づくにつれ、入試に対す
る不安や悩みが膨らんできまし
た。でも、先生方に相談に乗って
頂いたお陰で、私立・公立高校と
もに安心して受験が出来、合格し
ました。育英館に通っていて本当
に良かったと思います。 

山田 佳奈(大利根) 
 

東京家政大学附属女子高等学校 
埼玉栄高等学校 
國學院栃木高等学校 
 

私は中１から育英館に通い始め
ました。初めて塾に入ったので、
授業についていけるか不安でし
たが、先生方の分かり易い授業の
お陰で、その不安もすぐになくな
りました。学校で習わない事や受
験に役立つ事が学べて、勉強をす
る事が好きになりました。第一志
望校に合格出来たのは、育英館の
お陰です。本当にありがとうござ
いました。 

阿部 珠歩(騎 西) 
 

伊奈学園総合高等学校 
埼玉栄高等学校 
花咲徳栄高等学校 
 

私は中３の春から育英館に入り
ました。初めての塾なので、どう
したら良いか分からない事や、や
らなければいけない事が一気に
増え、心が折れそうになった事も
ありました。そんな私を先生方や
友人達が応援してくれて、最後ま
で頑張れました。偏差値的にギリ
ギリでしたが、無事に第一志望の
高校に合格出来ました。本当にあ
りがとうございました。 

秋山 遥哉(加須西) 
 

獨協埼玉高等学校 
春日部共栄高等学校 
 
 

僕は中３の夏期講習をきっかけ
に、育英館に入りました。入塾す
るまでは、家で勉強する事が大嫌
いで、正直塾には行きたくないと
思っていました。しかし、先生方
の熱心で丁寧な指導により、問題
を解く事がすごく楽しくなりま
した。そのお陰で、無事に第一志
望校に合格する事が出来ました。
応援して下さった先生方、本当に
ありがとうございました。 

岡戸 俊輔(羽生東) 
 

開智高等学校 
開智未来高等学校(Ａ特待生) 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は中２から育英館に入塾しま
した。最初の頃は、育英館のテス
トで高い順位を取る事が出来ま
せんでしたが、育英館の先生が僕
に分かり易く授業を教えて下さ
ったお陰で、学校のテストや実力
テスト、塾のテストでも上位の成
績を取る事が出来る様になりま
した。育英館に入塾しなければ、
第一志望校に行けなかったと思
います。高校でも頑張ります。 

河田 奏 (羽生東) 
 

熊谷高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

僕は中１の３学期頃から育英館
に入りました。宿題などもあって
最初は慣れなかった塾での勉強
も、今では先生方の分かり易い授
業のお陰で、楽しく勉強が出来ま
した。志望校に合格出来たのは、
育英館での授業の成果が十分に
発揮出来たからだと思います。僕
の事を最後までずっと支えてく
れた育英館の先生方に感謝した
いです。 

髙橋 和奏(羽生東) 
 

春日部女子高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 
 

私は中２から育英館に入りまし
た。育英館の先生方は、楽しく授
業をしてくれて、分からない所は
優しく丁寧に教えてくれました。
今まで勉強が苦手だった私です
が、入塾してから問題をたくさん
解き、成績を大きく伸ばす事が出
来ました。そして、第一志望の高
校に合格出来、とても嬉しかった
です。育英館に入って本当に良か
ったです。 

若林 柚花(騎 西) 
 

昌平高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

私は中１から育英館に入りまし
た。塾に通うのは初めてで、正直
不安でした。でも、しばらく通っ
ていると、違う中学校の友達もた
くさん出来ました。先生方の授業
は分かり易く、自分の中で解ける
問題も増えていきました。先生方
に勉強面や精神面で最後まで背
中を押してもらいました。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。 

早川 紗永(羽生南) 
 

不動岡高等学校 
大宮開成高等学校 
昌平高等学校 
 

私は中１から育英館に通い始め
ました。先生方の授業は面白く、
分かり易く、為になるものばかり
でした。春、夏、冬の講習も頑張
りました。日曜講習も宿題も頑張
りました。そして、分からない所
は先生方に教えて頂き、とても助
かりました。最終的に第一志望の
不動岡高校に合格出来て、嬉しい
です。本当にありがとうございま
した。 

増田 信恵(羽生東) 
 

熊谷女子高等学校 
大宮開成高等学校 
春日部共栄高等学校 
 

私は中１から育英館に入りまし
た。育英館の授業は、面白く、分
かり易い授業で、勉強が苦手な私
でも、楽しく勉強する事が出来ま
した。部活との両立で大変な時期
もあり、挫折しそうな私を、先生
方がサポートしてくれ、偏差値を
維持し、さらに上げる事が出来ま
した。そして無事に第一志望校に
合格する事が出来ました。とても
感謝しています。 

片平 海空(羽生東) 
 

熊谷女子高等学校 
昌平高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種) 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。“塾は勉強ばかりする所”な
んだと思っていて、自分にそれが
出来るのかどうか、とても不安で
した。しかし、先生方の授業はと
ても分かり易く、毎週楽しく通う
事が出来ました。そして、偏差値
が少しずつ上がっていくのを見
て、育英館に通って本当に良かっ
たと思いました。ありがとうござ
いました。 

小早川真莉(羽生西) 
 

熊谷西高等学校 
開智未来高等学校 
 
 

中１から育英館の個別に通い、中
３の夏から本科生になりました。
授業は５教科で、学校ではやらな
い応用も育英館で学びました。苦
手な社会も克服出来、高得点を取
れる様になりました。育英館に入
ってから、難しい問題を理解し、
自分の力で解ける様になり、勉強
が楽しくなりました。本当に育英
館に入って良かったです。ありが
とうございました。 

近藤 可奈(騎 西) 
 

伊奈学園総合高等学校 
昌平高等学校 
 
 

私は中学校入学前の春休みから
育英館に通い始め、３年間お世話
になりました。入試に必要な５教
科全てをとても丁寧に教えて下
さって、苦手な教科を克服する事
が出来ました。また、得意な教科
もより伸ばす事が出来ました。第
一志望の高校に合格する事が出
来たのも、育英館の先生方のお陰
です。本当にありがとうございま
した。 

藤井 萌恵(羽生南) 
 

不動岡高等学校 
開智高等学校 
大宮開成高等学校 
 

私は小学生の頃に育英館に入り
ました。育英館の先生方は面白
く、楽しい授業の中で分からない
所を最後まで教えて下さるので、
塾に通うのがとても楽しかった
です。授業は５科目で行われ、日
曜特訓など、入試に向けた対策を
徹底的にやってもらったお陰で、
第一志望校に合格する事が出来
ました。本当に感謝しています。
ありがとうございました。 


