
 

吉田 芽生(羽生東) 
 

不動岡高等学校 
開智高等学校(準特待生) 
大宮開成高等学校(特待生) 
 

私は小学校高学年から育英館に
入りました。育英館の先生方は授
業を面白く、最後まで丁寧に教え
てくれました。さらに北辰対策や
定期テスト対策のお陰で、着実に
学力を上げることができ、無事に
第一志望の高校に合格する事が
出来ました。育英館に入って本当
に良かったと思っています。これ
からも頑張ります。ありがとう。 

根岸 新太(羽生東) 
 

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から育英館に入りまし
た。育英館に入るまでは勉強が苦
手で、学力が上がらず悩んでいま
した。塾はただ勉強するだけの場
所だと思っていましたが、育英館
の授業はとても楽しく、入塾後
は、テストの点数も徐々に良くな
りました。第一志望校に合格でき
とても嬉しいです。育英館のお陰
だと感謝しています。 

蓮原 裕太(加須西) 
 

熊谷高等学校 
春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は苦手教科だった国語と社会
を、何とか出来るようにしようと
育英館に入塾しました。育英館に
入ってからは、先生方の分かりや
すい解説によって、苦手教科を克
服することが出来ました。それは
受験への大きな自信になり、家庭
学習も頑張れるようになりまし
た。育英館に入って本当に良かっ
たと思います。 

今仁 大智(加須西) 
 

伊奈学園総合高等学校 
開智未来高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は小６の終わりに親からの勧
めで入りました。最初は塾の雰囲
気に慣れず、戸惑いが多かったの
ですが、先生方の明るい人柄のお
陰で、馴染むことができました。
成績の上下に悩みながらも、確実
に点数がとれるようになり、その
結果、第一志望校に合格出来まし
た。今まで支えて下さり、ありが
とうございました。 

山口 風子(昭 和) 
 

不動岡高等学校 
獨協埼玉高等学校 
春日部共栄高等学校 
 

私は中２から育英館に入りまし
た。初めての塾だったので不安で
したが、先生達の分かり易い授業
のお陰で、小学生の頃から憧れて
いた不動岡高校に合格出来まし
た。苦手な数学は、入塾前に比べ
点数がしっかり取れる様になり、
英語はもっと得意になりました。
育英館にはとても感謝していま
す。ありがとうございました。 

渡辺 啓太(羽生東) 
 

熊谷高等学校 
開智未来高等学校 
佐野日大高等学校 
 

家庭学習では思う様に成績が上
がらず、思い切って塾に通う事を
決意し、中三の春期講習から育英
館に入りました。一年間で偏差値
が１０くらい上がり、憧れの熊谷
高校に合格できました。手厚くご
指導して下さった育英館の先生
方、支えてくれた家族に感謝して
います。熊谷高校でも勉強と運動
どちらにも励みたいと思います。 

小林 由茉(羽生東) 
 

春日部女子高等学校 
埼玉栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私は中１の春、育英館に入りまし
た。先生方の授業は面白くて分か
り易く、勉強が苦手な私でも続け
る事ができました。基礎はもちろ
ん発展問題も丁寧に指導して頂
いたおかげで、自信を持って受験
に臨むことができました。無理と
思っていた第一志望校に合格で
き、今改めて育英館で良かったと
思っています。 

福地 晃成(羽生東) 
 

春日部東高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

僕は中２の時に育英館に入りま
した。育英館は受験生に対しての
サポートが手厚く、私立・公立高
校選択のアドバイス・受験指導も
しっかりしてくれたので、とても
助かりました。また、授業はとて
も分かり易く、落ち着いた雰囲気
で学ぶ事が出来ました。志望校に
合格させてくれて、ありがとうご
ざいました。 

倉林 凌 (加須西) 
 

春日部東高等学校 
埼玉栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私は小学生の頃から育英館でお
世話になりました。中３初期は第
一志望校に成績が少し足りず、不
安がありましたが、先生方の手厚
いサポートと最後まであきらめ
るなと言ってくれた言葉が支え
となり、見事合格出来ました。最
後まで支えてくれた先生方、信じ
てくれた家族、そして共に切磋琢
磨した友人に感謝です。 

茂野聖理奈(昭 和) 
 

伊奈学園総合高等学校 
花咲徳栄高等学校 
 
 

私は中２で志望校を決めていま
したが、部活等に多くの時間を費
やしてしまい、勉強を始めたのは
中 3からでした。偏差値で悩んだ
時もありましたが、育英館の先生
方が考えた予想問題や夏期・冬期
講習の問題を解き、分からない所
は一つ一つ丁寧に解説して頂き、
お陰で、志望校に合格する事がで
きました。本当に嬉しいです。 

清谷 明嗣(羽生東) 
 

熊谷高等学校 
春日部共栄高等学校 
國學院栃木高等学校 
 

僕は苦手な英語を克服したくて、
育英館に入りました。育英館で
は、分かり易く面白い授業が展開
され、勉強を楽しみながら苦手科
目を克服することが出来ました。
また、学校ではやらない様な色々
な問題を解くことによって、弱点
を見つけることが出来ました。第
一志望校に合格出来て、育英館に
大変感謝しています。 

大塚 美奈(大利根) 
 

伊奈学園総合高等学校 
春日部共栄高等学校 
 

 
育英館には、中３から入塾しまし
た。最初は授業についていけるか
不安に思うこともありましたが、
育英館の先生方は優しく、面白く
て、私は気付けば塾に通うのが楽
しみになっていました。育英館は
私の心の支えでした。ずっと行き
たかった高校に合格できて本当
に嬉しいです。ありがとうござい
ました！ 

塚田 結菜(大利根) 
 

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Ⅲ種) 
 

私は中学校入学と同時に育英館
に入りました。入学前は「勉強が
追いつかないのでは？」と不安で
したが、育英館は予習と復習の両
方を指導して下さったので、心配
ありませんでした。また、先生方
の教え方とユーモアは『超人』並
みで、毎日の授業が楽しかったで
す。今思えば、育英館に入って大
正解でした。先生方ありがとう！ 

中村 美月(加須西) 
 

春日部共栄高等学校 
 
 
 

私は中２の冬に兄が通っていた
育英館に入りました。苦手だった
理科と社会も、先生方の分かり易
く面白い授業のおかげで、楽しく
勉強することが出来ました。特に
北辰対策講座や特別講習では、詳
しい説明で問題を解いてくれる
ので、苦手な部分が解けるように
なりました。育英館に入って成長
することが出来たと思います。 

田島 幸佳(加須北) 
 

春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

父や姉の通った育英館に、私は中
１で入りました。沢山の不安を抱
いていた最初の頃が、今では嘘の
様に感じます。授業が始まると、
分かり易く面白い授業をしてく
れるので、不安もなくなりまし
た。また、他校の生徒とも仲良く
なることができ、特別講習も復習
から始まるので、一層理解を深め
る事ができて良かったです。 

飯野 玲央(騎 西) 
 

伊奈学園総合高等学校 
東京農業大学第三高等学校 
佐野日大高等学校 
 

僕は中２から育英館で学び始め
ました。入塾当初は不安でした
が、育英館の先生方は面白く、分
かり易い授業するので、すぐに馴
れました。伸び悩んでいた学校の
内申や偏差値は、入塾してからぐ
んぐん上がりました。そして、志
望校にも合格でき本当に嬉しい
です。ありがとうございました。
これから高校でも頑張ります。 

関口 楓佳(騎 西) 
 

春日部共栄高等学校 
花咲徳栄高等学校 
 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。育英館は、学校の授業であま
り説明されない所も、詳しく教え
てくれるので、だんだんと成績が
伸びてきました。夏休みや冬休み
では、ほぼ毎日、勉強をしない日
は無く、成績が落ちることはあり
ませんでした。育英館のおかげだ
と感謝しています。これからも育
英館高等部で頑張ります。 

安藤 隆明(北川辺) 
 

伊奈学園総合高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

私は中３で育英館に入り、色々な
中学校の多くの友人を得、また、
先生方に自分の知らなかった、問
題の解き方や勉強を楽しむ方法、
入試への気持ちの持ち方など
色々な事を教えてもらい、それら
を身に付ける事が出来ました。教
えて下さった先生方の言葉を胸
に、未知なる高校生活を頑張りた
いと思います。 

関矢 花鈴(羽生西) 
 

春日部女子高等学校 
埼玉栄高等学校 
 
 

偏差値が思うように上がらず、悩
んでいた時、友達に誘われて育英
館に入りました。最後まで悩んだ
高校選択も、先生方の丁寧な指導
とアドバイスをいただき、春日部
女子高校を目標に定めて、無事に
合格することができました。私を
支えてくださった先生方、家族、
そして友達、本当にありがとうご
ざいました。 

柳井 春花(平 成) 
 

昌平高等学校 
花咲徳栄高等学校 
 
 

①明るく優しい先生ばかりで、質
問し易かったこと、②学校で教わ
らない応用問題の訓練などは、本
当に助かったこと、③受験に向け
て多くの問題を解き、本番のテス
トでも安心して受験できたこと、
④他校の友達もでき、お互いに高
め合うことができたこと、など育
英館で勉強することができて心
から良かったと思います。 

塩野 竜平(騎 西) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 
 
 

僕は中２で育英館に入りました。
最初は不安が多く、学力も伸び悩
んでいましたが、先生方の楽し
く、分かり易い授業のおかげで、
不安もなくなり、偏差値も大幅に
上がりました。そして第一志望の
高校に合格する事が出来ました。
育英館に入って学ぶ事が出来、良
かったです。本当にありがとうご
ざいました。 

梓澤 礼 (騎 西) 
 

春日部東高等学校 
昌平高等学校 
関東学園高等学校(Ｂ特待生) 
 

私の兄が育英館に通っていて、
「授業たのしいぞ」と言われたの
で、育英館に入ることにしまし
た。友達ができるかなとか先生は
どんな人だろうとか不安でした
が、塾での友達も出来、先生方も
良い人でとても充実した塾ライ
フを送れました。塾に入った事で
成績が上がったので、もっと早く
入れば良かったと思いました。 

伊藤 杏 (羽生南) 
 

伊奈学園総合高等学校 
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３から育英館に入りまし
た。塾が初めてだったので最初は
不安で一杯でした。でも分かり易
い授業をして下さった先生方や、
クラスの皆のお陰で、毎回楽しく
通う事が出来ました。高校でも育
英館で教わった事を忘れず、部活
と勉強を両立したいと思います。
お世話になった先生方、ありがと
うございました。 

加瀬 朱理(羽生西) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 
大宮開成高等学校 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。先生方の分かりやすく、熱心
な授業のおかげで、応用問題も解
けるようになりました。また、基
礎もしっかり学ぶ事が出来たの
で、苦手科目に限らず得意科目ま
で全体的に点数を上げる事が出
来ました。その結果、第一志望校
に合格出来たので、本当に良かっ
たです。 

渋澤 健斗(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 
 

僕は中１準備講座から育英館に
入りました。それまでは、勉強嫌
いで、当然、机に向かう事はあり
ませんでした。しかし、育英館に
入ってからは、先生方の分かり易
い授業のおかげで、自分でも学習
する様になり、徐々に学力をつけ
てきました。そして、志望校に合
格することも出来、育英館にはと
ても感謝しています。 

 

不動岡高校 ９名 熊谷高校 ３名 伊奈学園高校 １０名 春日部女子高校 ４名 杉戸高校 ５名 

春日部東高校 ５名 久喜北陽高校 ６名 久喜高校 ４名 鴻巣高校 ２名 羽生第一高校 １５名 

栄東高校 １名 淑徳与野高校 １名 開智高校 １名 獨協埼玉高校 ３名 東京農大第三高校 ２名 

春日部共栄高校 ２１名 開智未来高校 ３名 本庄東高校 １名 大宮開成高校 ３名 花咲徳栄高校 １６名 

昌平高校 ６名 埼玉栄高校 ５名 佐野日大高校 ２９名 國學院栃木高校 ８名 他 ・ 多 数 合 格 
 


