
 

 

 

浦和高校 １名 大宮高校 １名 春日部高校 １名 不動岡高校 ８名 川越女子高校 １名 

熊谷高校 １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 ２名 

春日部女子高校 ４名 越谷南高校 ２名 上尾高校 ４名 杉戸高校 ６名 久喜北陽高校 ６名 

栄東高校 ２名 開智高校 ７名 本庄東高校 ２名 東京農大第三高校 ４名 埼玉栄高校 ２名 

獨協埼玉高校 １名 開智未来高校 ４名 花咲徳栄高校 １３名 東京家政大附属女子高校 １名 浦和学院高校 １名 

春日部共栄高校 ５名 昌平高校 ２６名 佐野日大高校 ２１名 國學院栃木高校 １名 他 ・ 多 数 合 格 
 

山水 蒼 (加須西) 
 

浦和高等学校 
栄東高等学校(Ａ特待生) 
開智高等学校(２号特待生) 
 

私が育英館に入塾して最も驚嘆
した事は、情報量に富んだ授業･
教材です。教科書以上の内容を学
ぶ事が出来、学習の習熟度を高め
る事が出来ました。それにより、
模試等での得点を以前より安定
させることが出来、自信を持つ事
が出来ました。そして、公立受験
では余裕を持ち、合格を勝ち取る
事が出来ました。ありがとうござ
いました。 

西川亜加梨(加須西) 
 

大宮高等学校 
栄東高等学校 
開智高等学校(準特待生) 
 

第一志望校合格！そのプロセス
には、先生方の手厚い御指導があ
りました。育英館での３年間を通
し、学びの先にある『正解を導き
出す喜び』を知りました。また、
一つの問題に留まらず、多岐にわ
たる問題への応用がきく授業に
より、本質的な理解が出来まし
た。有意義で充実した受験生活を
送る事が出来ました。ありがとう
ございました。 

吉田 航希(昭 和) 
 

春日部高等学校 
開智高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｂ) 
 

僕は小学校の頃から育英館に通
っていました。僕は正直言って勉
強にはほとんど関心がありませ
んでした。しかし、育英館の先生
方の面白く、分かり易い授業のお
陰で、勉強に対する楽しさを見出
す事が出来ました。何よりも、育
英館は５教科をしっかり教えて
くれるので、入試では社会の点数
に救われ、第一志望の高校に合格
する事が出来ました。 

木村 匡徳(昭 和) 
 

不動岡高等学校 
開智未来高等学校(Ａ特待生) 
花咲徳栄高等学校(奨学生Ａ) 
 

僕は小６の冬から育英館に入り
ました。面白い先生方のお陰で、
３年間ほとんど休まず通い、苦手
だった教科も楽しく学ぶ事が出
来ました。最初は難しかった問題
も、先生方の解説によって、徐々
に自分の力で解く事が出来るよ
うになりました。第一志望の高校
に合格出来たのも、育英館のお陰
だと思います。本当にありがとう
ございました。 

大久保莉愛(昭 和) 
 

不動岡高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｂ) 
 
 

私は中２から育英館に通い始め
ました。夏期講習などは授業の時
間が長く、大変な事もありました
が、日々成長を実感する事が出来
たので、続ける事が出来ました。
また、先生方は生徒一人一人の事
をよく見ていて、的確なアドバイ
スと御指導を頂き、第一志望校に
合格する事が出来ました。本当に
育英館に通って良かったです。あ
りがとうございました！ 

田部井 晴(加須西) 
 

不動岡高等学校 
昌平高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は中３から育英館に入りまし
た。受験までに十分な学力をつけ
る事が出来るのか不安でしたが、
先生方の分かり易く、面白い授業
のお陰で、楽しみながら苦手教科
の克服に務める事が出来ました。
入試本番では、育英館の支えもあ
って、自分の最大限の力を出し切
り、第一志望の高校に合格する事
が出来ました。本当にありがとう
ございました。 

津﨑 彩那(昭 和) 
 

越ヶ谷高等学校 
昌平高等学校 
春日部共栄高等学校 
 

私は小６から兄が通った育英館
でお世話になりました。私は勉強
が好きではなく、つまらないもの
だと思っていました。しかし育英
館の先生方の授業は、とても面白
く、分かり易かったです。中３に
なってから日曜特訓や北辰対策
授業もあり、細かく指導してくれ
たため、第一志望校に合格する事
が出来たと思います。４年間あり
がとうございました。 

東浦 愛 (昭 和) 
 

春日部女子高等学校 
昌平高等学校 
花咲徳栄高等学校 
 

兄が通っていたこともあり、私も
中２から育英館に入りました。初
めての塾で、はじめはどうしたら
良いか少し不安でしたが、明るく
楽しい授業のお陰で、その不安は
直ぐに消えてしまいました。中３
で進路決定の折は、本当に一緒に
考えて頂きました。進路が決まれ
ば残りは勉強に集中するのみで、
無事志望校に合格出来ました。本
当にありがとうございました。 

関口 樺乃(昭 和) 
 

越谷南高等学校 
昌平高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私は兄や姉が通っていた育英館
に入りました。最初は個別に通い
基礎を学び、中３の夏から本科生
になりました。ずっと勉強が大嫌
いでしたが、苦手だった教科も、
苦手意識を持つ事なく、入試本番
に挑む事が出来ました。育英館の
先生方のお陰で、無事、第一志望
の越谷南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。 

境澤 真菜(昭 和)  
 

不動岡高等学校 
昌平高等学校 
春日部共栄高等学校 
 

私は中１の春から姉が通ってい
た育英館に入りました。新型コロ
ナウィルスの影響もあり、中３の
初期は勉強や入試に対して不安
が大きかったけれども、面白くて
分かり易い先生方の授業のお陰
で、偏差値を上げる事が出来まし
た。そして一つ上の姉が通ってい
る憧れの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。 

髙梨 里凪(騎 西) 
 

川越女子高等学校 
開智高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｃ) 
 

私は中２から育英館に通い始め
ました。先生方の授業は面白く、
とても分かり易かったです。第一
志望校には学力が足りない状況
でしたが、最後まで私を精一杯支
えて下さった先生方のお陰で、合
格する事が出来ました。とても感
謝しています。育英館で学んだ事
を大切にしながら、高校へ進学し
ても勉強を必死に頑張っていき
たいと思います。 

堀内 葵 (騎 西) 
 

熊谷女子高等学校 
本庄東高等学校 
 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。今まで塾に行った事がなくて
不安でしたが、先生方の面白くて
分かり易い授業のお陰で、苦手だ
った教科も得意教科と言えるよ
うになりました。本科の他に日曜
特訓や北辰対策などがあり、入試
に必要な力をつける事が出来ま
した。そして憧れの熊谷女子高校
に合格出来ました。育英館に入っ
て本当に良かったです。 

郡司菜々子(加須東) 
 

春日部女子高等学校 
佐野日大高等学校 
花咲徳栄高等学校 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。そのため周りの生徒達とは勉
強のペースが異なり、最初は不安
で少し怖かったです。でも先生方
は一人一人のペースに合わせ、分
かるようになるまで教えて下さ
いました。そのお陰で、無事に第
一志望の高校に合格する事が出
来ました。合格への道を築いて下
さり、本当にありがとうございま
した。 

泉水 楓 (羽生西) 
 

昌平高等学校 
 
 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。姉と兄が通っていましたが、
入塾当時は不安でした。しかし、
どの先生方も面白く、分かり易い
授業をしてくれたので、毎回楽し
く通う事が出来ました。そのお陰
で、嫌いになりかけていた数学を
克服し、好きな教科になりまし
た。私立に通う事を許してくれた
家族と、育英館の先生方にとても
感謝しています。 

佐藤 航輝(羽生西) 
 

熊谷西高等学校 
春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私は中３の夏に育英館に入りま
した。その時から入試の直前ま
で、育英館の先生方は丁寧に、分
かり易く教えてくれました。ま
た、入試対策だけでなく定期テス
ト対策や内申対策など、様々な方
向から私達の成績を上げようと
頑張ってくれました。育英館の先
生方のお陰で、熊谷西高校に合格
したと思っています。本当にあり
がとうございました。 

福島 綾夏(騎 西) 
 

不動岡高等学校 
昌平高等学校 
 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。面白い先生方から、分かり易
く教えて頂き、北辰テストや中
間・期末テストの結果が右肩上が
りになりました。試験当日の不安
もありましたが、これまでの先生
方の指導のお陰で、落ち着いて問
題が解け、無事に合格する事が出
来ました。育英館で学ぶ事が出来
て良かったです。先生方、本当に
ありがとうございました。 

小林 睦実(騎 西) 
 

伊奈学園総合高等学校 
東京農業大学第三高等学校 
関東学園大学附属高等学校(Ａ特待生) 
 

私は中３の夏期講習から育英館
に入りました。育英館では、学校
で習わない事や簡単に解くコツ
などを分かり易く教えてくれま
した。先生方と楽しく授業をして
いく中で、勉強が面白いと思える
瞬間が増えていきました。勉強の
仕方が分からなかった私にとっ
て、育英館はとても大きな支えに
なりました。本当にありがとうご
ざいました。 

柿沼 彩奈(騎 西) 
 

上尾高等学校 
昌平高等学校 
埼玉栄高等学校 
 

私は中３の夏から育英館に入り
ました。育英館に入ってからは、
分かり易く、面白い先生方のお陰
で、苦手な所や分からなかった問
題などが解けるようになりまし
た。北辰テストや実力テストの偏
差値も上がり、無事第一志望校に
合格する事が出来ました。育英館
に通ったからこその合格だと思
っています。本当にありがとうご
ざいました。 

奥泉 奈々(羽生東) 
 

越谷南高等学校 
昌平高等学校 
 
 

私は中２の夏期講習から入りま
した。面白い先生方のお陰で、授
業がとても楽しかったです。苦手
な理科は、基礎から応用まで丁寧
に教えてくれたので、飛躍的に伸
びました。また、一番得意な英語
は、長文読解のコツを教えてもら
ったので、入試では焦らず解く事
が出来ました。例年とは違う状況
の中、精神面でもサポートして頂
き、ありがとうございました。 

渡邉 毬音(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Ⅱ種) 
 

私は中２の準備講座から育英館
に入りました。学校選択問題の不
安が大きく、プレッシャーも感じ
ていましたが、育英館の先生方の
熱心で分かり易い授業や、ライバ
ル達からの刺激を受ける学習環
境のお陰で、自分の学力を存分に
伸ばす事が出来ました。憧れの高
校に合格出来て、本当に良かった
です。最後まで支えて下さり、あ
りがとうございました。 

斉藤 美結(騎 西) 
 

不動岡高等学校 
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) 
 

私は中１の春から育英館に通い
始めました。楽しい授業のお陰
で、飽き性な私でも３年間通い続
ける事が出来ました。新型コロナ
ウィルスの影響で出題範囲が減
り、問題の傾向・難易度が分から
ず不安な状態の中でも、先生方は
熱心に授業をしてくれました。私
が合格出来たのは、間違いなく先
生方のお陰です。３年間本当にあ
りがとうございました！ 

坂本 蒼生(騎 西) 
 

不動岡高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｃ) 
春日部共栄高等学校 
 

僕は小６の終わる頃、育英館に入
りました。毎回とても面白い授業
で、たくさんの事を覚える事が出
来ました。中３の春に突然発令さ
れた臨時休校要請で学校に行け
なかったけれども、育英館で
『ZOOM』を使った双方向遠隔授
業によって、この危機を乗り越え
る事が出来ました。入試の出題範
囲が変わっても、育英館の授業の
お陰で、無事に合格出来ました。 

日下 颯太(菖 蒲) 
 

熊谷高等学校 
昌平高等学校 
開智未来高等学校 
 

僕は中３から育英館に入りまし
た。それまでは他の塾に通ってい
たのですが、あまり勉強に対して
やる気が起きませんでした。しか
し、育英館では先生方の分かり易
く面白い授業により、勉強に対す
るやる気が出てきて、内申点や偏
差値を大幅に上げる事が出来ま
した。お陰で無事、第一志望校に
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。 

青鹿 那香(大利根) 
 

開智高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｃ) 
 
 

私は中２の冬期講習から育英館
に入りました。それまでずっと
『塾に行きたくない』と言ってい
ましたが、『学校では対策してく
れない応用問題の解法を教わり、
入試問題を解く際にそれを活か
す事が出来た』という経験をし、
今では育英館に入って良かった
と思っています。先生方の指導の
お陰で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。 

塚田 梨奈(大利根) 
 

不動岡高等学校 
開智高等学校(準特待生) 
獨協埼玉高等学校 
 

私は中２から育英館に入りまし
た。育英館では学校で教わらない
解き方を学ぶ事が出来、今まで苦
手だった応用問題が解けるよう
になりました。また、学力別クラ
スなので、自分を高められる環境
で学べた事がとてもいい刺激に
なり、日頃から勉強する癖がつき
ました。小学校の時から憧れてい
た不動岡高校に合格する事が出
来、とても感謝しています。 


