
 

清家 遼 (昭 和) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 開智高等学校 
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。初めての塾で最初は不安でし
たが、先生方の楽しい授業と仲間
のおかげで、学校の中間・期末テ
ストでは、常に上位を取り続ける
ことができました。偏差値の変化
に不安な時もありましたが、先生
方と自分を信じて頑張ってきて
本当に良かったです。ありがとう
ございました。 

中村 歩実(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) 
 

私は理科と社会が苦手で、姉も通
っていた育英館に中１から慌て
て入りました。育英館は本科授業
に加え、夏期・冬期講習や日曜特
訓、夜特訓などがあり、分かりや
すく楽しい授業で、苦手だった理
社も３科もどんどんできるよう
になりました。そして、第一志望
校の不動岡高校に合格すること
ができ、本当に感謝しています。 

冨田 剛 (加須西) 
 

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Ⅲ種) 
 

育英館に入る前は、テストの点数
に波があったのですが、育英館に
入ってからは、徐々に安定した点
数を取る事が出来るようになり
ました。また、先生方が面白い授
業をして下さるので、楽しく勉強
する事が出来ました。育英館のお
陰で第一志望の高校に合格する
事が出来ました。これからも育英
館の高等部で頑張ります。 

田頭 政宗(加須西) 
 

不動岡高等学校 
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) 
 

僕は中２から育英館へ入り、個性
的な先生方の分かり易い授業を、
楽しく受けました。学校では習わ
ない内容が盛りだくさんです。中
３では、受験への意識が高まる
頃、日曜特訓や北辰対策、プレ入
試も行われ、力がつくのを実感で
きます。進路指導も完璧！こんな
環境にあったからこそ、安心して
試験に臨めたのだと思います。 

佐藤 昂弥(加須西) 
 

不動岡高等学校 
開智未来高等学校(Ｊ特待生) 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

両親の勧めで、育英館に入塾しま
した。本科と内申対策講座で５科
目をみっちり教えてもらい、バラ
ンスよく成績は向上しました。先
生方はみんな個性的で面白く、ま
た、クラスの仲間とも互いに競い
合い、とても良い雰囲気の中で勉
強をすることができました。今ま
で頑張ってこられたのも、育英館
のおかげだと思います。 

松本 晶愛(大利根) 
 

浦和第一女子高等学校 
開智未来高等学校(Ｓ特待生) 
 
 

私の兄も姉も育英館に通ってい
て、「育英館の授業は楽しい！」
と言っていました。本当にその通
りだと思います。入塾当初は少し
不安でしたが、先生方の楽しくて
分かりやすい授業のおかげで、成
績も安定して伸び、諦めかけてい
た第一志望校に挑戦し、無事合格
することができました！本当に
ありがとうございました。 

石橋 勇人(昭 和) 
 

春日部東高等学校 
埼玉栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 

僕は小６の冬から育英館に入り
ました。育英館の先生方は、とて
も面白くて、楽しく学習すること
が出来ました。試験に出るのに学
校では習わない事もたくさん学
び、日曜特訓、予想問題やプレ入
試など、受験にとても役に立ちま
した。そのお陰で、第一志望の高
校に合格することが出来ました。
ありがとうございました。 

猪瀬 未玖(昭 和) 
 

春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

中１の時は勉強の事がとても不
安でした。でも、育英館に入ると、
先生方が分かるまで基礎から教
えてくれ、いつの間にか学校の授
業に不安がなくなりました。中３
になると、特別講習もたくさんあ
り、基礎・応用どちらにも対応出
来ました。志望校に合格出来て、
今は弟もお世話になっています。
育英館で学べて良かったです。 

田沼和果奈(加須西) 
 

春日部女子高等学校 
昌平高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私は兄が通っていた育英館に入
ったことで、苦手で嫌いだった勉
強が、だんだん好きになっていき
ました。授業は毎回楽しくて、と
ても分かり易かったです。育英館
に入って、充実した受験勉強をす
ることができ、私の目標としてい
た春日部女子高校に入学する事
ができました。育英館で学べて、
本当に良かったです。 

片山 梓紗(加須西) 
 

春日部女子高等学校 
佐野日大高等学校 
西武台千葉高等学校 
 

私は小６から育英館に入りまし
た。中３になるまでは部活ばかり
で、塾での勉強が身に付いている
のか心配でした。しかし、中３に
なり、総復習を始めると、先生方
の特徴的な面白い授業の中で、し
っかり基礎力が身に付いている
ことを実感しました。育英館に通
い、大きく成長する事が出来まし
た。ありがとうございました。 

伊藤茉優花(大利根) 
 

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

私は、小６から育英館に入りまし
た。先生方は優しく、授業も楽し
かったので、勉強への苦手意識も
無くなりました。育英館の素晴ら
しい所は、何と言っても５科目学
べる事だと思います。そのお陰で
私は社会と理科の偏差値が５以
上も上がりました。育英館に通っ
ていて良かったです。本当にあり
がとうございました。 

関口 諒 (昭 和) 
 

市立浦和南高等学校 
武南高等学校 昌平高等学校 
國學院栃木高等学校 
 

僕は勉強が嫌いでした。しかし、
小６から通い始めた育英館の楽
しく分かりやすい授業によって、
少しずつ苦手科目を克服し、学力
を伸ばしていけました。おかげで
目標にしてきた浦和南高校に合
格出来ました。これからも、育英
館で学んだ事を胸に、勉強とサッ
カーの両立を目指して日々努力
していきたいと思います。 

石山 一樹(昭 和) 
 

昌平高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

中１の春から育英館に入りまし
た。面白くて優しい先生方の指導
で苦手科目は減り、学力に自信が
つきました。入試対策に直結する
北辰対策講座や特別講習のおか
げで、すぐ点数に結果が表れまし
た。特に学校では習わない内容も
学べて、更に点数ＵＰに繋がりま
す。志望校に合格したのは、育英
館の先生方のおかげです。 

伊藤 里緒(騎 西) 
 

伊奈学園総合高等学校 
大宮開成高等学校 
本庄東高等学校 
 

私は姉が通っていたので、育英館
で学び始めました。先生方の授業
は面白く、分かり易いので、他の
科目もそうですが、一番苦手な英
語の偏差値も、入塾してから徐々
に上がっていきました。第一志望
校の合格まで、私なりに大変でし
たが、受験に対する先生方の手厚
いサポートは、とても大きな励み
になりました。感謝しています。 

大空 勇汰(騎 西) 
 

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Ⅲ種) 
 

育英館の先生方は、面白くて分か
りやすい授業で、基礎から学校で
は教えてくれない応用まで教え
てくれました。夏期・冬期講習や
日曜の特訓授業、入試直前には予
想問題と、いろいろなパターンの
問題を仲間達と一緒に乗り越え、
念願の不動岡高校に合格するこ
とができました。育英館に入って
本当に良かったです。 

西澤 昂平(平 成) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 
昌平高等学校 
 

育英館の授業で５科目学べたこ
と、授業が楽しいこと、そして、
季節ごとの講習、的確な受験指
導、北辰対策講座、日曜講習、夜
特訓などで、僕は自分の学力に自
信を持てるようになりました。入
試直前には、合格祈願の鉛筆を頂
いたり、腕に「合格」とペンで書
いて頂いたりと、気持ちの面から
のサポートも心強かったです。 

増田 美結(羽生南) 
 

春日部東高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種) 
埼玉栄高等学校 
 

私は家庭学習が苦手で、中３にな
っても成績が上がらず、とても悩
んでいました。しかし、育英館で
は学校の授業の予習・復習はもち
ろん、家庭学習では限界のある教
科も、大切なポイントやキーワー
ドを、分かりやすく教えてもらい
ました。おかげで成績はグングン
と右上がり。もっと早く通ってい
れば良かったです。 

立岡 彩乃(加須北) 
 

杉戸高等学校 
昌平高等学校 
國學院栃木高等学校 
 

私は中３から育英館に入りまし
た。最初の授業でとても楽しく勉
強することができ、ここでなら頑
張れると思いました。進路で悩む
事もあったけど、育英館の授業で
苦手教科を克服し、先生方の受験
指導のおかげもあって、無事に志
望校に合格することができまし
た。育英館でたくさんの事を学ぶ
ことができたからだと思います。 

関根 颯 (羽生東)   
 

佐野日大高等学校(特進） 
 
 
 

僕は、５科目指導の育英館に中２
から入りました。授業は分かり易
く、面白かったので、苦手科目も
得意科目も成績はどんどん伸び、
第一志望の高校に合格出来まし
た。育英館の先生方や共に学んだ
友人達に感謝しています。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。本当にありが
とうございました！！ 

板倉 優圭(騎 西) 
 

不動岡高等学校(外国語科) 
春日部共栄高等学校 開智未来高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

私は、中１から育英館に入りまし
た。先生方はとても面白くて授業
も分かり易く、いつも楽しい授業
でした。進路についてたくさんア
ドバイスを頂き、ずっと目標にし
ていた不動岡高校に合格する事
が出来ました。育英館に入って良
かったです。育英館の先生方と、
一緒に学んだ友達に感謝してい
ます。ありがとうございました。 

駒宮はるき(羽生南) 
 

浦和第一女子高等学校 
淑徳与野高等学校 
 
 

私は、中３の春休みから１年間お
世話になりました。初めての塾だ
ったので最初は不安もたくさん
ありましたが、面白いテキスト、
面白い先生方、面白いクラスのみ
んなのおかげで毎回楽しく通う
ことができました。高校でも育英
館で教わったことを忘れずにが
んばりたいと思います。ありがと
うございました。 

出井 秀到(羽生南) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 開智高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

育英館の先生方は一人一人がと
ても面白く、授業は楽しく分かり
やすくて、そして、テストに出る
所も的確に教えて下さいました。
お陰で、今の自分が何をやるべき
かということも分かるようにな
りました。成績は安定して上昇
し、不動岡高校にも合格できまし
た。親身に相談に乗って頂き、本
当にありがとうございました。 

川邉 怜佳(羽生東) 
 

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 
 

中２で志望校を決めた私は、中３
の春に受験に失敗する夢を見て
しまいました。そして育英館に出
会い、勉強に励みました。各講習
やプレ入試、予想問題演習など、
強力な受験指導のおかげで、あの
悪夢を志望校合格に変えること
ができました！支えてくれた先
生方、家族、友達にこの場を借り
て、ありがとう！ 

川端 祥歩(羽生東) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校(Ｃ特待生) 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅰ種) 
 

私が育英館に通い始めたのは、以
前、姉が通っていたからでした。
最初は新しい環境や、学校で学ぶ
よりも難しい問題に苦労しまし
たが、同じクラスの仲間達との会
話や先生方の丁寧なご指導のも
と、合格を勝ち取ることができま
した。入試前日までサポートして
くださった先生方、本当にありが
とうございました。 

清水 大地(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) 
 

育英館に入ってから、僕は普段気
付かない様な自分の弱点を知る
ことになりました。育英館の授業
はとても分かりやすく、中３では
中３の学習内容の他に１・２年の
内容もしっかり復習し、自分の弱
点も克服することができました。
僕が、不動岡高校に合格できたの
も育英館のお陰です。育英館の先
生には、本当に感謝しています。  

 

浦和第一女子高校 ２名 不動岡高校 １７名 春日部東高校 ６名 伊奈学園高校 ５名 春日部女子高校 ２名 

市立浦和南高校 １名 杉戸高校 １０名 上尾高校 １名 越谷西高校 １名 鴻巣高校 １名 

浦和東高校 １名 桶川高校 １名 久喜北陽高校 ４名 久喜高校 ４名 羽生第一高校 ９名 

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

春日部共栄高校 ２０名 開智未来高校 ３名 本庄東高校 ２名 大宮開成高校 １名 昌平高校 １１名 

花咲徳栄高校 ４名 佐野日大高校 ５８名 國學院栃木高校 １７名 西武台千葉高校 ２名 埼玉栄高校 ９名 
他 ・ 多 数 合 格   


