宮澤 拓海(騎

西)

早稲田大学本庄高等学院
栄東高等学校
開智未来高等学校(Ｓ特待生)
姉が通った育英館に、僕は小６で
入りました。育英館で出来た友人
達と、先生方の面白い授業を楽し
く学び、学力もどんどん伸びてい
きました。第一志望の早大本庄の
一次試験合格後には、二次試験の
為の指導もあり、合格を掴むこと
が出来ました。育英館は僕の母校
です。…本当に良かったなぁ～。

斉藤茉由美(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Ⅱ種)
姉、兄に続き、私と双子の姉は、
一緒に志望校に合格できました!!
５科目しっかり教えてくれる先
生方の熱心な授業は他では決し
て得られない上、一緒に戦う仲間
は同じ目標をもっている為、勉強
への意識を高めてくれます。そん
な育英館だから、私は自分の力を
最大限伸ばすことができました。

引地

梓 (昭

和)

浦和第一女子高等学校
栄東高等学校 開智未来高等学校(Ｓ特待生)
佐野日大高等学校(奨学生Ⅰ種)
私は、姉のいた育英館に小６から
入り、本科だけでなく、特進講座、
春・夏・冬の特別講習、日曜講習
とその他の講習、プレ入試、北辰
対策も楽しく受講し、力をつけま
した。お陰で、浦和一女に合格で
きました。育英館の先生方、今ま
で支えてくれた家族、そしておば
あちゃん、本当にありがとう！

大森 彩香(昭

和)

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)
私は中１から育英館に入りまし
た。やる時はとことん真剣にや
り、時には笑いも交える先生方の
授業で、勉強する楽しさを教えて
いただきました。プレ入試などの
受験対策も万全で、第一志望校に
合格することができました。育英
館には本当に感謝しています！
育英館高等部でも頑張ります！

斉藤茉奈美(騎 西)

平井瑛里斗(昭 和)

不動岡高等学校
東京農大第三高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種)
私は、中１から育英館に入りまし
た。家庭学習が苦手な私に勉強へ
の興味を持たせてくれたのは、個
性的で面白く、印象的な育英館の
授業でした。本科・内対で切磋琢
磨してきたクラスの仲間と一緒
に戦い、志望校合格を掴んだこの
経験は、一生忘れません。育英館
に入って、本当に良かったです。

春日部東高等学校
昌平高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
僕は勉強が嫌いでした。それでも
受験は来るので、中２の終わりか
ら育英館に通い始めました。いざ
通い始めてみると、授業は面白
く、分かり易く教えて下さいまし
た。戦略的な受験指導と受験用ト
レーニングを何度も積み重ねて、
気が付くと、楽しく学びながら合
格の切符を手にしていました。

石山

舞 (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、兄が通っていた育英館で、
小６の時から学び始めました。先
生方の授業はおもしろく、わかり
やすいので、楽しく学習すること
ができました。少しずつ成績も上
がり、ずっと目指してきた不動岡
高校に合格出来ました。本当に良
かったです。心から感謝していま
す。育英館は、最高です！

小岩 竜成(昭

和)

春日部東高等学校
佐野日大高等学校
花咲徳栄高等学校
育英館の先生方は、楽しい授業を
しながらも理解し易い説明をし
て下さる為、勉強が苦手で塾も初
めてだった僕でもしっかりつい
ていけました。そのおかげで学力
は上がり、何より勉強が好きにな
れました。受験を意識した授業を
してくれるので心強かったです。
本当に、育英館に感謝です。

黒松 真伊(佐野日)
栄東高等学校
中学入学後、覚えることが多くな
り、家庭学習だけでは順位をあげ
られないと思い、育英館に入りま
した。入った頃は英語と数学が苦
手で授業も不安でしたが、先生方
が楽しく教えて下さったので、今
は得意教科になりました。そのお
陰で第一志望校に合格できまし
た。ありがとうございました。

野本 阿実(加須西)

小菅 康大(加須西)

越谷北高等学校
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)
兄と姉の影響で小４から育英館
に通い始めました。勉強があまり
好きではなかったけれど、先生方
の授業は面白く、いつの間にか授
業を受けるのが楽しみになって
いました。成績が伸び悩んだ時も
信じてやってきてよかったです。
ありがとうございました♡
育英館高等部でも頑張ります！

越谷北高等学校
春日部共栄高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種)
小４で育英館に入り、６年間楽し
く通いました。５科目それぞれを
詳しく、そして面白く教えてもら
いました。また、先生は一人一人
が個性的で印象深く、それも学力
アップにつながったと思います。
成績の起伏はありましたが、中３
で偏差値は１０以上も上がり、第
一志望校に合格できました。

荻野 真央(加須西)

村杉

観 (加須東)

春日部東高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)

不動岡高等学校
春日部共栄高等学校
大宮開成高等学校 佐野日大高等学校
私は５科目を教えている育英館 部活も終わったことから、僕は本
に中３から入りました。育英館の 格的に受験勉強を始める為、育英
先生の丁寧な授業で、苦手科目を 館に入りました。成績は上がり始
克服できました。内申対策授業で め、苦手科目だった英語も、どん
しっかり定期テストの点を稼ぎ、 どん点数が上がりました。初め
本科で受験対策をすることで志 は、塾に入るのがとても不安でし
望校に合格でき、本当によかった たが、とても面白く、とても分か
です。先生方には感謝していま りやすい授業を受けることがで
す。ありがとうございました。
きた育英館に感謝しています。

荻野 佑貴(加須西)

椎名 美友(平

成)

春日部東高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種)

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Ⅲ種)
私が合格できたのは、育英館の先 私が第一志望校に合格すること
生方のおかげです。育英館に入っ ができたのは、育英館の楽しい先
たのは中３からと、遅れ気味のス 生方のおかげです。社会が苦手な
タートでしたが、本科の授業はも 私に勉強方法を教えてくれたり、
ちろん、日曜講習や北辰対策を通 志望校の相談にも、親身になって
して実力をつけ、志望校に辿りつ のってくれたりしました。入試の
きました。分かりやすく楽しい授 直前まで、勉強と心のサポートを
業をありがとうございました。育 してもらい、私は自信を持って本
英館で本当によかったです！
番に臨むことができました。

横田 結香(羽生東)

山口 紗英(羽生東)

熊田 純久(加須北)

不動岡高等学校
開智高等学校
開智未来高等学校(準特待生)
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
質問攻めの私に分かるまで指導
して下さった先生方、心が折れそ
うな時に支えて下さった先生方、
本当にありがとうございました。
授業が始まるよりも早く育英館
に来て、一緒に努力してきた仲間
や先生がいたから、受験当日も一
人じゃないって思い、頑張れまし
た。本当に心強かったです。

不動岡高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
國學院栃木高等学校
私は姉も通った育英館に、中１か
ら入りました。理社が苦手な私に
は、５科目を学べる育英館がぴっ
たりでした。徐々に成績が伸び、
最終的に偏差値は１０近く上が
りました。憧れの不動岡高校にも
合格でき、送迎してくれた家族
と、いつも支えてくださった育英
館の先生方に感謝しています。

国立小山工業高等専門学校
佐野日大高等学校
國學院栃木高等学校
私は、小学生から育英館で学ぶよ
うになりました。小学部では中学
の基礎を理解する準備を、中１、
中２は受験の為の基礎をしっか
り学びました。中３では苦手だっ
た英語を克服。入試が近づくと日
曜日も入試対策授業があり、頑張
りました。そして、第一志望校に
合格。本当に良かったです。

春日部東高等学校
埼玉栄高等学校
佐野日大高等学校
２人の姉が育英館から第一志望
校に合格したので、僕も小６から
育英館に入りました。中学校は授
業進度が早く、塾に通わない友達
は苦労していたけど、育英館に通
う僕は学校の授業をほぼ分かっ
ている状態で受けられました。お
かげで成績もどんどん上がり、今
では勉強することが好きです。

不動岡高等学校
獨協埼玉高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
私は、小４から育英館に入りまし
た。授業中に、真面目な話ばかり
でなく、時にはおもしろい話をし
てくれて、とても楽しかったで
す。だから苦手な教科も頑張るこ
とができました。第一志望校に合
格できたのも育英館のおかげで
す。これからも育英館の高等部で
がんばります。

広沢 隼土(羽生東)

泉水 凪咲(羽生西)

岡崎満莉奈(羽生西)

町田 貴紀(行田太田)

酒巻 宙希(行田太田)

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３の夏から育英館に入り
ました。受験本科と内申対策の強
力な W サポートにより、基礎力
と応用力を共に高め、勉強のコツ
もつかみ、家庭学習もはかどりま
した。おかげで短期間でも確実に
結果を出せました。唯一心残りな
のは、もっと早く育英館に入れば
良かったという事だけです。

不動岡高等学校
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
私は数学と英語が苦手でした。し
かし、育英館の先生の楽しくて分
かりやすい授業で克服すること
ができました。また、冬期講習は
１日中、入試直前には夜中まで授
業をしてくれました。私を支えて
くれた家族と、一緒に学んだ仲
間、そして育英館の先生方に感謝
しています。

不動岡高等学校
春日部共栄高等学校
佐野日大高等学校 花咲徳栄高等学校
私の場合、志望校合格の可能性が
低く、志望校変更も考えました。
しかし、絶対に不動岡高校に行く
んだ、という気持ちと、両親や育
英館の先生方の色々な面での支
えがあり、最後までがんばりきる
ことができました。私が第一志望
校に合格できたのは、育英館の先
生方のおかげです！

池谷 智広(羽生東)

伊藤 響起(羽生南)

加藤 真桜(羽生南)

不動岡高等学校
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)
僕は、兄が通っていた育英館に、
中１から入りました。育英館での
授業は分かり易く、成績がぐんぐ
ん上がるのがはっきり分かり、偏
差値も１０以上も上がりました。
そして、第一志望の高校に見事合
格することができました。育英館
に入って本当によかったと思い
ます。感謝しています。

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)
育英館の授業は、分かりやすく、
そして楽しく５科目を教えてく
れたので、まんべんなく偏差値が
上がり、勉強が楽しくなりまし
た。私立高校は全て合格！安心し
て公立入試に備えられ、無事、不
動岡高等学校に合格することが
できました！これからも育英館
高等部でがんばりたいです。

熊谷女子高等学校
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
育英館の授業は面白く、とても分
かりやすいため、毎週通うのが楽
しみで、部活で疲れていてもほと
んど休まずに通えました。分から
ない部分を丁寧に教えてくれ、日
頃から勉強をする癖もつきまし
た。おかげで卒業生の兄と同様、
第一志望校に合格できました。先
生方、ホントにありがと♡

浦和第一女子高校 １名 不動岡高校 ２３名 越 谷 北 高 校 ２名
春日部東高校
９名 伊奈学園高校 １０名 春日部女子高校 ４名
早稲田大学本庄高校 １名 上 尾 高 校 １名 久喜北陽高校
６名
栄 東 高 校 ３名 開 智 高 校 ３名 東京家政大附女子高校 １名
春日部共栄高校 ２２名 開智未来高校 ７名 本庄東高校 ２名
獨協埼玉高校 ４名 佐野日大高校 ７７名 國學院栃木高校 １６名

古峯

聖 (加須西)

植竹 里美(平

成)

不動岡高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種)

不動岡高等学校
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)
僕は中３で育英館に入りました。 育英館は、面白い先生が多く、楽
初めての塾で不安でしたが、楽し しく勉強することができました。
い先生方の分かりやすい授業と また、北辰対策や日曜特訓のおか
手厚い受験指導のおかげで、偏差 げで、苦手だった分野も得意分野
値が５以上も上がり、入学当初で となりました。入学してから新し
は難しかった不動岡高校に合格 い友達もでき、共に励まし合って
することができました。育英館あ 学んできました。育英館で勉強で
りがとう！高校に入学しても、育 きて、本当によかったです。あり
英館で学び続けたいと思います。 がとうございました。

相上 由季(川

里)

熊谷女子高等学校
東京農大第三高等学校
大妻嵐山高等学校
姉が通っていた育英館に入り、面
白い先生方の授業のおかげで、毎
時間楽しく学ぶことができまし
た。日曜特訓や北辰対策など、入
試に直結するような特別授業も
充実し、伸び悩んでいた成績も少
しずつ上がっていきました。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。

吉田

貴 (大利根)

不動岡高等学校
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Ⅲ種)
僕は、育英館で受験に役立つ解法
などを教えてもらい、それを本番
でも活かすことができたのが、と
ても嬉しかったです。そして、自
分でも大きすぎる目標と思って
いた高校に合格できました。精一
杯、指導してくれた先生方には心
から感謝しています。本当にあり
がとうございました。

熊谷女子高校
２名 国立小山高専
１名
杉 戸 高 校 １７名 常 盤 高 校
１名
久喜高校
６名 羽生第一高校 １５名
大妻嵐山高校
１名 東京農大第三高校
３名
大宮開成高校
３名 昌 平 高 校 １０名
浦和実業学園高校
３名 埼玉栄高校 １２名
他 ・ 多 数 合 格

