浦川 拓己(昭

和)

香取 瑞生(昭

和)

小澤 雅也(羽生東)

若月 泰生(大利根)

角田 佳祐(加須西)

早稲田大学本庄高等学院
開智未来高等学校(Ａ特待生)
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。育英館でおもしろい先生方か
ら学べたので、とても楽しく学習
する事ができました。そして北辰
テストや学校の定期テストなど
でも、ずっと上位を維持する事が
でき、とても感謝しています。そ
して、第一志望校に合格すること
ができ、本当に良かったです。

春日部高等学校
栄東高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
僕は育英館で、先生方と本当に楽
しく学びました。本科・内対の授
業だけでなく、季節ごとの特別講
習も本当に分かりやすく、苦手だ
った科目も、入試では得点源とな
りました。第一志望の高校に合格
できて、育英館の先生方や、共に
学んだ友人達に感謝しています。
本当にありがとうございました。

春日部高等学校
栄東高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅰ種)
僕は、中３から育英館に入りまし
た。育英館に入ってから、塾で集
中、家でも集中と、時間を上手く
使えるようになり、効率良く受験
勉強が行えました。おもしろく分
かりやすい先生方、共に闘った仲
間に支えられ、合格を目指して頑
張ることができました。温かい御
指導ありがとうございました。

熊谷高等学校
春日部共栄高等学校
佐野日大高等学校
僕は中２から育英館に入りまし
た。育英館での授業は面白く、分
かりやすかったので、成績がどん
どん上がっていきました。そし
て、合格は厳しいと思っていた熊
谷高校にも、だんだん近づいてい
きました。今、その熊谷高校に合
格することができ、育英館には本
当に感謝しています。

熊谷高等学校
開智未来高等学校
佐野日大高等学校
僕は中１で志望校を決め、勉強に
まい進する筈でしたが、残念、中
１，中２は、部活中心でした。し
かし、中３になり、育英館の先生
方の受験を意識した本科授業や
内申対策で目覚め、各講習はもち
ろん、北辰対策も日曜講習も朝か
ら頑張りました。育英館の授業は
本当に楽しく充実していました。

小林 頼成(昭

岡田 紘貴(昭

中村

松本 友希(大利根)

押尾 真侑(加須西)

春日部東高等学校
國學院栃木高等学校

不動岡高等学校
開智未来高等学校

私が入塾したのは、兄が育英館を
卒業し、とても良いと言っていた
からでした。勉強にあまり身が入
らなかった私も、個性的な育英館
の先生方の的確な指導の下、しっ
かりと、そして、楽しく勉強をす
ることができました。私立、公立
高校ともに合格し、育英館の先生
方には本当に感謝しています！

私は、中３から育英館に入り、受
験に向けて日々努力してきまし
た。勉強嫌いな私だったけど、週
３回の育英館の授業を受けてい
ただけで、いつの間にか成績が伸
びていきました。壁にぶつかって
悩むこともあったけど、いつも先
生たちは私を支えてくれ、本当に
心強かったです。育英館最高！

和)

春日部高等学校
開智高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種)
僕は、小５から育英館で学び始め
たよ。授業はとても面白く、タメ
になる話も豊富でエンジョイ！
英・国が苦手だったけど、的確な
指導でノープロブレム！お陰で
成績はメキメキと伸びてサプラ
イズ！春日部高校に合格できた
のは全て育英館からのプレゼン
ト！先生方、サンキュー☆

山中 朋子(昭

和)

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)
姉２人が育英館で学び、２人とも
不動岡高校に入りました。私も頑
張りました。授業は、多くの事を
分かり易く、楽しく学べました。
分からない問題も分かるまで丁
寧に教えてもらいました。そし
て、偏差値は１０以上も上がり、
夢の第一志望校に合格しました。
育英館高等部でも頑張ります！

前田 莉那(昭

和)

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
僕は育英館に入塾するまで学力
に不安を持っていましたが、面白
くて優しい先生方の指導で、苦手
部分は減り、学力に自信もつきま
した。本科授業、内申対策、夜特
訓、日曜講習も５科目頑張りまし
た。志望校を受験する勇気をもら
い、合格も出来ました。育英館に
入ったお陰と、感謝しています。

開 (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Ⅲ種)
僕は、中３から育英館に入りまし
た。育英館が誇る、頼もしい先生
方の楽しくて分かりやすい授業
と、一緒に頑張ってきた友人たち
の支えもあり、第一志望の不動岡
高校に合格することができまし
た。来月には妹も入塾するので、
頑張ってほしいです。僕も引き続
き、育英館高等部で頑張ります！

三ツ木桃香(昭 和)

生澤 佳奈(羽生東)

高田 春美(騎

春日部東高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)

春日部女子高等学校
春日部共栄高等学校
花咲徳栄高等学校
私は、育英館に入ったことで、苦
手だった理科と数学を克服する
ことができました。すると、どん
どんテストの点が上がり、勉強が
楽しくなりました。入塾前とは勉
強に対する意識も変わり、精神面
でも成長しました。今は「なぜも
っと前に育英館へ入らなかった
のか…」と思っています。

伊奈学園総合高等学校
東京農大第三高等学校
佐野日大高等学校
私は、勉強が嫌いで、定期テスト
の数日前しか勉強しませんでし
た。そして、成績は下がる一方だ
ったので、育英館に入りました。
塾は初めてでしたが、多くの友達
もでき、また、先生方の的確な指
導で、すぐに偏差値が５以上も上
がりました。希望の高校にも合格
でき、本当に感謝しています。

私は、小５から育英館に入りまし
た。勉強があまり好きではなかっ
た私も、先生方の、とても面白く、
楽しい授業で、意欲的に学ぶこと
ができました。中３では複雑な問
題も、分かりやすい説明があり、
進んで勉強する時間が増えてい
きました。育英館に通って本当に
良かったと思いました。

菊池 航介(昭

和)

細田 智愛(騎

西)

渡辺 航世(騎

西)

西)

池田

涼 (加須西)

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(奨学生Ⅲ種)
僕は、中１から育英館で学び始め
ました。育英館の先生方の授業は
とても分かりやすく、今まで分か
りにくかった所を細かく教えて
くれて、苦手科目の成績がどんど
ん伸びていきました。育英館に入
塾して、本当に良かったです。こ
れからも育英館高等部で頑張り
ます！

深見 尚吾(加須西)

不動岡高等学校
獨協埼玉高等学校
大宮開成高等学校
中２から育英館に入りましたが、
入塾後、学校の実力テストの成績
が上がっていきました。それは、
苦手だった数学を分かりやすく
教えてもらえたからです。また、
育英館では三者面談や個別相談
など、一人一人に受験に向けた指
導があり、とても心強かったで
す。ありがとうございました！

春日部東高等学校
佐野日大高等学校
花咲徳栄高等学校
僕は、姉が通っていた育英館に、
小５から入りました。育英館の授
業は、学校の授業内容を前もっ
て、しっかりと、分かりやすく教
えてくれます。また、勉強もそれ
以外の事も、とても楽しく教える
ので、飽きることなく、集中して
授業を受けられました。そんな育
英館にとても感謝しています。

上尾高等学校
開智未来高等学校 白鴎大足利高等学校
東京農大第三高等学校
私は中１の終わりに育英館に入
りました。初めは伸び悩んでいた
成績も、育英館の授業のおかげで
確実に伸びていきました。中３に
なってからは、苦手分野を中心に
基礎から応用まで徹底的に勉強
し、苦手科目も克服することがで
きました。育英館に入って本当に
よかったと思います。

伊奈学園総合高等学校
東京農大第三高等学校
佐野日大高等学校
育英館を卒業した部活の先輩か
ら、育英館の授業は面白くて良く
分かると聞き、入塾しました。北
辰対策や内申対策、そして入試問
題まで本科や日曜特訓などで、幅
広く学び、ぐんぐん学力がついて
いきました。また、強力な受験指
導もあり、目指す志望校に合格で
きました。

春日部東高等学校
開智未来高等学校
佐野日大高等学校
家庭学習が苦手な僕は、５科目が
学べる育英館に入りました。育英
館の先生の面白い授業のおかげ
で、いつも楽しく勉強できまし
た。試験に出るのに学校では習わ
ない事も学び、また、受験対策や
プレ入試も充実していて、何の不
安もなく目標の高校に合格でき
ました。

和佐田 紫(昭

台 あかり(昭

野原 智哉(騎

入澤 侑生(騎

福田 千紗(加須西)

和)

和)

西)

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、第一志望校を一時は諦めか
けていました。でも、育英館の先
生方は分かるまで丁寧に教えて
下さり、一つ一つ納得して前に進
めました。そして、見事、不動岡
高校に合格することができまし
た。今まで支えて下さった育英館
の先生方と、送り迎えをしてもら
った家族に感謝したいです。

越ヶ谷高等学校
開智未来高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
あまり勉強が得意ではない私は、
５教科全て学ぶことができる育
英館に入りました。とても面白く
て分かりやすい授業のおかげで、
中学３年間、楽しく勉強できまし
た。理社も強くなり、特に英語は
私の中でいちばん得意な科目に
なりました。さすがに高校受験の
予備校！育英館はすごい塾です。

春日部東高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種)
昌平高等学校 花咲徳栄高等学校
育英館に入るまで僕の学力は低
迷していました。しかし、育英館
の先生方に苦手な部分を何度も
教えてもらい、また、授業は面白
く理解しやすいので、勉強はとて
も充実していました。中３では入
試予想問題や熱心な受験指導が
あり、志望校に合格できました。
育英館で学べて良かったです。

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
僕は３年生の夏まで部活動に夢
中で、ろくに勉強もしていません
でした。１年生の頃には上の方だ
った英語の成績がどんどん下が
っていましたが、育英館に入って
から、半年の間でテストの点数が
グンと上がり、成績も良くなりま
した。志望校にも合格でき、育英
館には本当に感謝しています。

春日部東高等学校
東京家政大附女子高等学校
埼玉栄高等学校 佐野日大高等学校
父が育英館に通っていたことや、
家族、友人からの勧めもあり、中
１で育英館に入りました。楽しい
授業で、少しずつ成績も上がって
いきました。中３は頑張りまし
た。そして、受けた私立高校は全
てに合格、公立も無事、第一志望
校に合格しました。これからも育
英館の高等部で頑張りたいです。

小林 美紀(加須東)

櫻井 佑弥(加須北)

大橋 憲悟(騎

島﨑菜都美(騎 西)

和田 彩織(羽生南)

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Ⅲ種)
私は、育英館が初めて通う塾だっ
たので、少し不安でしたが、授業
が分かりやすく充実していたお
かげで、すぐに慣れることができ
ました。そして、様々な受験指導
もあり、ずっと目標にしていた不
動岡高校に合格しました。育英館
に入って、本当によかったです。
ありがとうございました。

春日部東高等学校
佐野日大高等学校
昌平高等学校
育英館に入った頃、僕は、授業に
ついていけるか不安でした。で
も、先生方の授業は分かり易く、
すぐに解消されていきました。北
辰対策講座や特別講習は、試験対
策に直結なので、すぐに点数に成
果が出ました。学校で習わない内
容も学びました。第一志望校合
格！ありがとうございました。

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(奨学生Ⅱ種)
父も姉も通っていた育英館の授
業は、学力が上がるだけでなく、
勉強が好きになります。僕は英語
の点数が上がらず、勉強すること
が嫌いになっていましたが、育英
館の授業を信じて頑張った結果、
偏差値を１０も上げることがで
きました。志望校に合格できたの
は、育英館のおかげです。

熊谷女子高等学校
東京農大第三高等学校 本庄東高等学校
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種)
私は小６で育英館に入塾してか
ら、塾が楽しみで仕方がありませ
んでした。館長をはじめとする愉
快な先生方の授業は分かりやす
く、とても楽しいものでした。育
英館のおかげで志望校に合格す
ることができました。次の目標で
ある大学合格に向け、育英館高等
部でも頑張りたいと思います。

春日部女子高等学校
埼玉栄高等学校 白鴎大足利高等学校
佐野日大高等学校
私は中学３年になって、やっと受
験を意識し始めました。そして、
育英館の卒業生の勧めもあり、入
塾しました。最初は緊張しました
が、先生方の授業はとても面白く
て分かりやすく、成績も少しずつ
上がりました。進路指導も丁寧
で、第一志望校に合格することが
でき、本当に良かったです。

越ヶ谷高校
上尾高校
久喜高校
西武台千葉高校
大宮開成高校
浦和実業学園高校

熊谷女子高校 ２名
杉 戸 高 校 １１名
羽生第一高校 ２０名
城西大川越高校 １名
昌 平 高 校 ８名
埼玉栄高校 １２名

西)

春 日 部 高 校 ３名 熊 谷 高 校
２名 不動岡高校 １４名
春日部東高校 １３名 伊奈学園高校 １０名 春日部女子高校 ５名
早稲田大学本庄高校 １名 開 智 高 校
３名 久喜北陽高校 １０名
栄 東 高 校 ４名 開智未来高校 １２名 東京家政大附女子高校 １名
春日部共栄高校 １４名 東京農大第三高校
４名 本庄東高校 １名
獨協埼玉高校 ４名 佐野日大高校 ７１名 國學院栃木高校 １３名

１名
２名
５名
１名
５名
３名

他 ・ 多 数 合 格

