
 

式守 隆人(昭 和)  
 

浦和高等学校 
栄東高等学校(Ａ特待生) 
 
 

僕は中１から育英館に通いまし
た。先生方の楽しく分かり易い授
業で、勉強に対する姿勢が変わ
り、自ら進んで勉強できる様にな
りました。学校では習わない応用
的な内容も学べ、知識がより実践
的なものになりました。勉強の面
白さ、素晴らしさを教えて下さっ
た先生方には感謝してもし尽く
せません。有難うございました。 

平渡 茉莉(昭 和)  
 

浦和第一女子高等学校 
栄東高等学校 
開智高等学校(準特待生) 
 

姉が通っていたので、中１の春に
育英館に入りました。初めての塾
で不安もありましたが、授業はと
ても分かりやすく、楽しく受けら
れました。１年前はまさか自分が
浦和一女を受けることになると
は思いもしなかったけれど、先生
方の受験指導の後押しもあり、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。 

小林 拓真(昭 和)  
 

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) 
 

僕は中１の春から育英館に入り
ました。育英館の先生方は一人一
人が面白くて、授業も分かり易か
ったので、どんどん成績を伸ばし
ていく事が出来ました。いつも先
生方は僕を支えてくれて、本当に
心強かったです。高校でも育英館
で学んだ事を忘れずに頑張りた
いです。本当にありがとうござい
ました。 

涌井 幸大(昭 和)  
 

不動岡高等学校 
栄東高等学校 
昌平高等学校(奨学Ⅰ) 
 

僕は育英館に入るまで、歴史を覚
えるのがずっと苦手で、出来事の
並び替え問題は一度も正解した
事がありませんでした。しかし、
育英館オリジナルの歴史本で学
び、それを読むうちに時代の流れ
を追えるようになりました。おか
げで、北辰テストでは、常に９０
点台をマークする事が出来るま
でになりました！ 

大出 理紗(加須西) 
 

国立小山工業高等専門学校(建築学科) 
開智未来高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私の志望校は加須周辺地域から
の合格者がとても少なく、受験前
はとても不安でした。しかし、育
英館の館内模擬試験や日曜特訓
等を通して、自信を持てる様にな
りました。また、授業が面白く、
一人一人へのフォローが丁寧な
所も育英館の魅力だと思います。
今まで本当にありがとうござい
ました。 

田口 遥香(昭 和) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 
 
 

私は、中３から育英館に入りまし
た。先生方の楽しく分かりやすい
授業や、入試直前の予想問題によ
って、基礎力も応用力もつけるこ
とができました。また、進路指導
においても、とても手厚く、自分
に合った高校を見つけることが
できました。第一志望の高校に合
格できたのは育英館のおかげで
とても感謝しています。 

清家 麗奈(昭 和)  
 

春日部東高等学校 
春日部共栄高等学校 
 
 

育英館には兄が通っていた事か
ら私も入りました。初めての塾で
とても不安でしたが、先生方の楽
しく分かり易い授業のおかげで
不安はなくなりました。北辰対策
授業や特別講習では細かな所ま
で説明があり、理解が深まりまし
た。無事に志望校に合格すること
が出来て本当に良かったです。あ
りがとうございました。 

伊藝 海渡(昭 和)  
 

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 
 

僕は小５の終わりに育英館に入
りました。中学になり、初めは勉
強があまり好きではなく、苦手教
科をつくってしまいました。中３
になり、先生方の分かりやすい授
業のおかげで、苦手教科が無くな
り、中間・期末テストでは満点を
取る科目も出て、自信を持って受
験を迎えました。志望校に合格で
きてとても嬉しいです。 

山田 怜奈(平 成)  
 

浦和西高等学校 
大宮開成高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

兄が育英館に通っていたので、小
学生から私も入りました。最初は
友達がいなくて不安でしたが、先
生方は優しく、他の学校の友達も
たくさん出来ました。そして苦手
だった勉強も得意になっていき、
育英館が楽しみになりました。入
試本番を迎え、結果を見ると志望
校に見事合格出来ました。育英館
に入って本当に良かったです。 

嶋田 望希(平 成)  
 

不動岡高等学校 
花咲徳栄高等学校 
 
 

私は中３で育英館に入りました。
不安でしたが、優しく面白い先生
方ばかりで楽しみながら通う事
が出来ました。基本的な問題から
応用的な問題まで数多くやるこ
とが出来たので、少しずつ自信を
つける事が出来ました。丁寧に進
路指導をして下さった先生方や
ライバルであり仲間でもある友
達がいたからこそ頑張れました。 

近藤 陸人(昭 和)  
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 
昌平高等学校 
 

僕は中１の春に育英館に入り、中
１・２で基礎をしっかり学びまし
た。そして、本格的に受験勉強を
始めたのは、中３の夏からでし
た。学力が伸びるか不安だったけ
れど、中１・２で身に付けた基礎
と先生方の指導のおかげで、偏差
値がどんどん伸び、不動岡高校に
合格することができました。育英
館で学んでいて良かったです。 

橋本 祥吾(昭 和)  
 

春日部東高等学校 
春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 

僕は中１の冬から育英館に入り
ました。とても苦手だった英語の
偏差値が、育英館で勉強をしてい
るうちにどんどん上がり、苦手意
識もなくなっていきました。育英
館の先生方は、わかりやすい説明
で優しく教えてくれるので、勉強
にやる気もでました。そして、第
一志望校にも合格することがで
き、本当に感謝しています。 

宮武 弦輝(騎 西) 
 

伊奈学園総合高等学校 
昌平高等学校 
佐野日大高等学校 
 

僕は中２の夏に入塾しました。初
めは知っている友達がいなく、不
安でしたが、授業がとても面白く
丁寧だったので、段々と通うのが
楽しくなり、伸び悩んでいた偏差
値も少しずつ伸びていきました。
その結果、志望校に合格できまし
た。支えてくださった先生方、家
族、本当にありがとうございまし
た。高校に行っても頑張ります。 

熊田 優人(加須北)  
 

昌平高等学校 
 
 
 

野球と勉強の両立をするために
育英館に来ました。学校の授業だ
けでは分かりづらい所も、育英館
で丁寧に教えて下さったおかげ
で、しっかり両立することができ
ました。学校では習わない技も教
えて下さり、難しい問題も楽しく
解けました。高校へ行っても学ん
だ事を活かしたいと思います。今
までありがとうございました。 

槇島 健太(平 成)  
 

越ヶ谷高等学校 
春日部共栄高等学校 
昌平高等学校 
 

今年から数学と英語が学校選択
問題になるという事で、とてつも
ないプレッシャーや不安があり
合格できるか心配でした。しか
し、先生方の丁寧で分かりやすい
授業のおかげで、自信をもって受
験に臨むことができました。苦手
教科でも本番では動揺すること
なく受けることができました。育
英館にはとても感謝しています。 

青鹿 悠 (大利根) 
 

熊谷高等学校 
春日部共栄高等学校 昌平高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は育英館に入る前まで、数学が
全く出来ませんでした。しかし、
育英館の先生方の熱心で分かり
易い授業のおかげで、少しずつ出
来るようになり、学校選択問題に
自信を持って挑めました。いつも
不安な時に何度も何度も進路相
談に乗ってもらい、心強かったで
す。育英館に入って本当に良かっ
たと思います。 

小高 滉平(大利根) 
 

与野高等学校 
埼玉栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 

僕は最初、他の塾に入っていまし
た。しかし、育英館に移ってから
授業がとても面白く分かり易か
ったので、こんなにも違うものか
と驚きました。育英館に移って正
解でした。先生方ありがとうござ
いました。高校でも頑張っていき
たいと思います。もし、塾をどこ
にするか迷っているのなら、是非
育英館に来てみてください。 

小川 惠叶(羽生南)  
 

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、勉強と部活との両立が難し
く、中２の春から育英館に入りま
した。僕に効果が出始めたのは中
３の夏で、それを機に偏差値はど
んどん上がって行きました。先生
方は一生懸命授業をして下さり、
高校入試本番では、苦手だった数
学も多く点数を取ることができ
ました。僕は育英館で大きく成長
することができました。 

大倉 静華(加須東) 
 

春日部女子高等学校 
埼玉栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私は小４で育英館に入りました。
育英館の先生方はとても優しく、
面白いです。また、授業の時には
丁寧に分かりやすく教えてくれ
たので、苦手なものができるよう
になりました。そのため私は、第
一志望の高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。育英館に入って良か
ったです。 

木村 瑠水(加須東) 
 

春日部女子高等学校(外国語) 
昌平高等学校 
 
 

私は中２の夏期講習から育英館
に入りました。中３になって偏差
値が安定せず不安でした。特に数
学で驚きの点数を取った時は絶
対落ちると思っていましたが、育
英館の先生方の熱い応援で自信
がつき、さらに予想問題での追い
込みで、本番に自分の最大限の力
を発揮することができました。本
当にありがとうございました。 

加納 亮 (大利根) 
 

越谷北高等学校 
埼玉栄高等学校 浦和学院高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種) 
 

僕は小学生の時に育英館に入り
ました。育英館の先生方のおかげ
で、自分の苦手分野を克服するこ
とが出来ました。本番の入試では
教わった事を活かし、無事に志望
校に合格出来ました。今思うと育
英館で学んだからこそ合格出来
たんだと思います。今後は教えて
下さった事を活かし、有意義な高
校生活を送っていきたいです。 

杉田 華音(大利根) 
 

春日部女子高等学校 
埼玉栄高等学校 
 
 

育英館には友達に誘われて入り
ました。人見知りの私には、他塾
から育英館に変える事は怖かっ
たけど、入ってみると先生方は優
しく、細かく指導してくれまし
た。また、学校では教えてくれな
いようなことも教えてもらえ、楽
しみながら授業が受けられまし
た。個性豊かな先生方のおかげ
で、志望校に合格できました。 

別井 慶人(羽生東) 
 

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の春、育英館に入りました。
先生方のきめ細かな指導のおか
げで、学校の授業でつまずく事が
ありませんでした。また、北辰テ
ストは受け始めてから偏差値が
７以上も上がり、憧れの不動岡高
校に合格できました。育英館に入
らなければ、ここまで成績は上が
らなかったと思います。先生方、
ありがとうございました。 

梅澤 美由(羽生東)  
 

春日部女子高等学校 
昌平高等学校 佐野日大高等学校 
白鷗大足利高等学校 
 

私は母の勧めで姉の通っていた
育英館に入りました。中１、中２
では基礎を楽しく学び、中３で選
抜クラスに入りましたが、数学が
苦手な私はついていけるのか不
安でした。しかし、育英館の先生
の励ましもあり、徐々に克服しな
がら頑張る事が出来ました。その
お陰で志望校にも合格する事が
でき、本当に感謝しています。 

礒貝つぐみ(羽生東) 
 

不動岡高等学校 
獨協埼玉高等学校 春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

勉強が嫌いだった私は、母が通っ
ていた育英館に入れられました。
しかし、育英館に入って勉強に向
き合うようになり、面白い先生方
や分かり易い授業、熱心な進路指
導のおかげで、あきらめていた志
望校に合格することができまし
た。育英館で学べて“良かったな”
と母に感謝しています。高校でも
頑張ります。 

 

浦和高校 １名 浦和第一女子高校 １名 不動岡高校 １２名 越谷北高校 １名 国立小山工業高専 １名 

熊谷高校 １名 熊谷女子高校 １名 浦和西高校 １名 越ケ谷高校 １名 春日部東高校 ６名 

伊奈学園高校 ８名 春日部女子高校 ７名 越谷南高校 １名 杉戸高校 １２名 久喜高校 ４名 

栄東高校 ３名 開智高校 ４名 与野高校 １名 越谷西高校 １名 久喜北陽高校 ６名 

春日部共栄高校 １４名 獨協埼玉高校 ２名 大宮開成高校 ２名 本庄東高校 １名 大宮東高校 １名 

開智未来高校 ２名 東京農大第三高校 １名 埼玉栄高校 ４名 浦和学院高校 ２名 羽生第一高校 １５名 

昌平高校 ２５名 花咲徳栄高校 ２１名 佐野日大高校 ４３名 國學院栃木高校 ４名 他 ・ 多 数 合 格 
 


