
 

横村 亮太(加須西) 
 

大宮高等学校  栄東高等学校 
開智高等学校(Ａ特待生) 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は、小５から育英館で学び始め
ました。先生方の授業は楽しく、
分かり易いものでした。また、気
軽に質問もできましたが、本当に
大事な事は、育英館で継続して授
業を受けられた事だと思います。
無事に受験を終え、育英館の先生
方と、育英館に通わせてくれた両
親に、心から感謝しています。 

天野 悠太(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 
 

僕は、卒業生の兄に勧められ、中
２から育英館で学び始めました。
育英館の先生は個性的で、本当に
楽しい授業をしてくれます。苦手
の英語や数学も、育英館に入ると
どんどん分かるようになり、苦手
科目が得意科目に変わりました。
念願の不動岡高校に合格でき、育
英館には感謝しています。 

塚田 直哉(昭 和) 
 

不動岡高等学校  栄東高等学校 
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) 
 

僕は、中１から育英館に入りまし
た。育英館は科目ごとに担任がい
て、その先生方はみな個性的で、
楽しく授業を受けることができ
ました。お陰で、得意科目であっ
た社会はもっと力が付き、苦手だ
った英語も徐々に克服していき
ました。不動岡高校に合格し、ほ
っとしています。 

新井 理博(昭 和) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 開智高等学校 
開智未来高等学校 佐野日大高等学校 
 

僕は、育英館に入るまで、自主勉
強をほとんどしていませんでし
た。しかし、学校では習わない内
容や、育英館に通わないと解けな
い問題を学び、自然と家庭学習も
進んでやるようになり、実力がつ
きました。育英館に通って、本当
に良かったと思っています。育英
館高等部でも頑張りたいです！ 

田中 愛 (昭 和) 
 

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Ⅱ種) 
 

育英館では館長をはじめ、おもし
ろい先生方のお陰で、楽しく勉強
をすることができました。授業
は、学校ではやらない細かい所ま
で丁寧に教えていただき、とても
感謝しています。一緒に勉強をし
てきた仲間の存在もあり、無事受
験を乗り切ることができました。
ありがとうございました。 

梓澤 寿 (騎 西) 
 

不動岡高等学校 
栄東高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は、勉強嫌いで、中２まで部活
だけをがんばっていました。塾な
んてつまらなくて、意味のないも
のだと思っていました。しかし、
育英館に入塾してみると、授業が
明るく楽しいので、学力がどんど
ん上がりました。おかげで第一志
望の高校に合格できました。あり
がとうございました。 

柿沼 里実(騎 西) 
 

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

私は、中３になっても緊張感ゼロ
で、部活引退後も「受験勉強は、
何をどうすればいいのか？」が分
からなくて、不安でした。でも、
育英館の夏期講習をしっかり受
けた事で、どうすれば良いのかが
分かってきました。それが自信に
変わり、苦手もなくなりました。
育英館に入って本当に良かった。 

中村 美月(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Ⅲ種) 
 

私は、中２から育英館に入りまし
た。初めは授業についていけるか
不安でしたが、先生方が分かりや
すく教えて下さったお陰で、すぐ
に不安も無くなり、嫌いだった勉
強が好きになっていきました。育
英館のお陰で、第一志望の不動岡
高校に合格しました。本当にあり
がとうございました。 

小嶋菜々子(昭 和) 
 

浦和西高等学校 
春日部共栄高等学校 
獨協埼玉高等学校 
 

私は、中１から育英館に入りまし
た。育英館の卒業生である両親や
兄から聞いた通り、授業が面白
く、友達もすぐにでき、楽しく通
えました。中３では、通常授業の
他に、春・夏・冬期講習、北辰対
策、日曜特訓、プレ入試など、入
試対策は充実し、受験指導も万全
で、とても心強かったです。 

 岸 裕斗(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Ⅲ種) 
 

育英館では５教科を学べ、数学で
調子が出ない時は英語で点数を
稼いだり、英語が不調の時は理科
で稼いだりしました。理科もその
分野で好き嫌いがありましたが、
徐々にみな分かる様になりまし
た。北辰対策や入試直前対策など
で、苦手部分の補強もできまし
た。今後も育英館で頑張ります。 

石川 博基(騎 西) 
 

不動岡高等学校  栄東高等学校 
開智高等学校(Ｊ特待生) 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

私は、育英館に入るまで高校受験
について全く考えていませんで
した。しかし、育英館で復習と予
習をしっかりと行い、家庭学習の
習慣もでき、学校の授業も大変分
かるようになりました。目標の不
動岡高校に合格できたのは、育英
館の先生方のおかげです。ありが
とうございました。 

伊藤 萌絵(騎 西) 
 

不動岡高等学校  開智高等学校 
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) 
 

私は、中３から育英館に入りまし
た。第一志望の不動岡高校に偏差
値が届いていなく、一時はあきら
めかけました。しかし、育英館に
通い、的確な指導で、集中して勉
強した結果、どんどん偏差値が上
がり、受験に対する自信がつきま
した。不動岡高校に合格できて、
本当に良かったです。 

宮崎 恵理(平 成) 
 

大宮北高等学校 
春日部共栄高等学校 佐野日大高等学校 
國學院栃木高等学校 
 

私は小６から育英館に入りまし
た。育英館では、入試に出るのに
学校では教わらない公式や解き
方など、多くのことを学べます。
応用問題や難問も分かりやすく
説明してもらい、そのため、自分
で解けるようになったのです。第
一志望校に合格でき、育英館に入
って本当に良かったと思います。 

渡邊 勇輝(平 成) 
 

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

私は中２の頃、成績が下がり始
め、親の勧めで育英館に入りまし
た。最初は、塾自体が嫌だったの
ですが、面白い先生方に出会っ
て、育英館に行くのが楽しみにな
りました。そして、受験が近づき、
不安を感じていましたが、受験校
は全て合格し、育英館に通って本
当に良かったと思いました。 

遠藤友莉亜(平 成) 
 

不動岡高等学校 
栄東高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

私は、中学３年生から育英館に入
りました。先生達には、おもしろ
くて、分かりやすい授業をしても
らいました。そして、育英館に入
ったことで内容の濃い、充実した
受験勉強をすることが出来まし
た。その結果、第一志望校に合格
することが出来、育英館に入って
本当によかったと思っています。 

木暮 涼 (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) 
 

僕は、小４から育英館に入りまし
た。育英館では、とても面白い先
生方に、細かいところまで、しっ
かり教えてもらえます。また、特
別講習や北辰対策などのおかげ
で、様々なテストで良い結果が出
せました。「明日と思うことなか
れ」の言葉を胸に、育英館の高等
部でも頑張ります！ 

新井 桃子(平 成) 
 

春日部東高等学校 
佐野日大高等学校 
國學院栃木高等学校 
 

私は、５教科を学べる育英館に、
中３から入塾しました。先生方の
授業は面白く、分かりやすく指導
してくれて、苦手な科目も難なく
克服できました。入試直前も悩み
を親身に聞いていただき、最後ま
で力強く手助けしてくれました。
次の夢に向け、育英館高等部でも
頑張りたいです！ 

野老 克昇(平 成) 
 

春日部東高等学校 
大宮開成高等学校 西武台千葉高等学校 
佐野日大高等学校 
 

姉が通っていた育英館に、中２の
春から入りました。育英館の授業
はおもしろく、今までの入試の傾
向を踏まえた濃い内容と、独自の
分かりやすい解法で、どんどん成
績が上がっていきました。受験直
前まで細かく進路指導をしてい
ただき、第一志望校に合格できた
ので、とても嬉しいです。 

廣木 翔 (平 成) 
 

越ヶ谷高等学校 
春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 

僕は、北辰テストや学校の成績が
伸びず、とても不安に感じたた
め、姉が通った育英館に入塾しま
した。育英館の授業は学校と違
い、独自の解き方や公式が豊富
で、とても充実したものでした。
授業以外の事でも親身になって
考えてくれ、とても心強く感じま
した。ありがとう、育英館！ 

福島 清代(加須東) 
 

獨協埼玉高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

小５から育英館に入りました。個
性的で面白い先生方のおかげで、
ずうっと楽しく塾に通うことがで
きました。授業は、とても良い雰
囲気で、解説も分かりやすく、力
が付いていくのを感じていまし
た。絶対に行けないと諦めていた
高校にも合格でき、本当に良かっ
たです。高等部でも頑張ります。 

菊池 未来(北川辺) 
 

越谷北高等学校 
栄東高等学校 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、先生
方の笑いを交えながらも、メリハ
リのある授業を受講できました。
そして、通常授業の他に、北辰対
策や日曜特訓でも、力を伸ばしま
した。最初は英語が一番の苦手教
科で、最後は一番の得意教科にな
りました。遠くからの通塾は大変
でしたが、育英館は最高でした。 

前澤 孝哉(北川辺) 
 

越ヶ谷高等学校 
佐野日大高等学校 
 
 

僕は、中１の頃、数学、英語、社
会が得意ではありませんでした。
でも、中２から育英館に入り、重
要事項を教わるうちに、英語と社
会が得意科目になり、数学もでき
るようになりました。中３になる
と、日曜日も毎週のように特訓を
していただき、北辰や入試の対策
も、万全でした。感謝しています。 

木原 大樹(羽生西) 
 

春日部東高等学校 
佐野日大高等学校 
昌平高等学校 
 

僕が以前通っていた塾では、なか
なか成績が伸びず、志望校に合格
できるかがとても不安でした。そ
こで、思い切って育英館に通って
みたところ、今まで分からないま
まだった所が分かるようになり、
授業後もたくさん質問でき、成績
がだんだん伸びて行きました。強
力な進路指導も感謝しています。 

伊藤 克剛(大利根) 
 

越谷北高等学校 
春日部共栄高等学校 
昌平高等学校 
 

兄も通っていた育英館の授業は、
とても内容が濃く、公私立両方の
入試に必要な実力をつけること
ができました。愉快で、親しみや
すい先生方と、互いに高め合う仲
間(ライバル)にも恵まれ、とても
良い環境で勉強できたことが、全
ての志望校合格に結びついたと
思います。大変感謝しています。 

松岡 茉利(大利根) 
 

不動岡高等学校 
春日部共栄高等学校 
佐野日大高等学校 
 

育英館に入った時、知人がいなく
て不安でしたが、優しい先生方
や、クラスに友達もできて、すぐ
に馴染むことができました。授業
も、一回一回がとても充実し、学
校では教わらない内容も、楽しく
学びました。おかげで、熱望した
志望校に合格することができま
した。ありがとうございました。 

飯塚ゆり子(羽生東) 
 

不動岡高等学校  栄東高等学校 
開智未来高等学校(Ａ特待生) 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅰ種) 
 

姉が育英館で学び志望校に入っ
た事から、私も中２から入塾しま
した。北辰対策や入試予想問題な
どで、たくさんの応用問題を解
き、とても集中して勉強できたの
で、日に日に実力がついていく事
を実感できました。先生方のご指
導に感謝しています。育英館で学
んで良かったです。 

木本 千尋(羽生東) 
 

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) 
 

兄が育英館から春日部高校に入
ったので、私も育英館に入りまし
た。入塾以降、最初の学校のテス
トの順位が２０位も上がりまし
た。通い続けたこと、分かり易く
て楽しい授業を受け続けたこと
で、本当に力がつきました。不動
岡高校に合格でき、先生方にはと
ても感謝しています。 

島崎 凌 (羽生南) 
 

熊谷高等学校 
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Ⅲ種) 
 

育英館での授業は、とにかく分か
りやすくて楽しい。館長・スゲー
し、正彦・可愛いし、金ゴン最高!! 
小５から入塾、気がつくと不得意
科目が得意科目になっていた。部
活もがんばったけど勉強もね。季
節ごとの講習、北辰対策、日曜講
習、夜特訓もね。これからも育英
館高等部でがんばろうと思う。 

漆原 寛 (羽生南) 
 

熊谷高等学校 
春日部共栄高等学校 開智高等学校 
開智未来高等学校 佐野日大高等学校 
 

僕は、中２から育英館に入りまし
た。卒業生の兄から聞いた通り、
基礎から応用までしっかりと教
えてもらえ、多少の波はありつつ
も、偏差値は６５以上をとること
ができるようになりました。日々
の問題練習や効率の良い学習の
重要性を実感です。育英館で学べ
て、本当に良かったと思います。 

小山 夏実(羽生南) 
 

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) 
 

成績の伸び悩みと、家庭学習に不
安を感じ、中３から育英館に入り
ました。生徒一人一人を理解し、
丁寧な受験指導をして下さった
先生方により、私は合格まで頑張
り続けることができました。基礎
から応用までの授業内容を含め、
受験への心構えまで教えて頂き、
本当にありがとうございました。 

若林 幹弥(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) 
 

僕は勉強が苦手だったので、小４
から育英館に入りました。大事な
内容は学年を問わず何度も教え
てもらい、５科目の成績が全体的
に上がっていきました。受験が近
づくと、熱心な受験指導や、プレ
入試などで自信をつけてもらい、
不動岡高校に合格しました。育英
館高等部でも頑張ります！！ 

木村 留理(羽生東) 
 

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Ⅱ種) 
 

母や２人の卒業生の姉達の勧め
により、私は小６から育英館に入
りました。分かりやすく教えてく
れて、なおかつおもしろい先生の
おかげで、小・中学校の成績は常
に良かったです。中３になり、完
璧な受験指導を受けたので、志望
校に合格できました。長い間、お
世話になった先生方に感謝です。 

加藤 翔真(羽生南) 
 

越谷北高等学校(理数科) 
栄東高等学校 開智高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は、育英館で学ぶようになり、
嫌いだった勉強が好きになりま
した。苦手科目も、積極的に学び、
克服していきました。育英館の授
業を楽しく受けていくうちに、北
辰の偏差値は１０以上も上がり
安定しました。入塾当初は考えら
れなかった越谷北高校に合格で
き、本当に良かったです。 

残間 千遥(羽生南) 
 

熊谷女子高等学校 
開智高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅲ種) 
 

私は、姉も通っていた育英館に、
中２から入りました。５教科をと
ても分かりやすく教えていただ
き、点数がどんどん上がりまし
た。単元テストや英単語テストな
どの効果もあり、初めより１０以
上も偏差値が上がりました。育英
館なしでは志望校合格はできな
ったと思います。 

高鳥 美帆(羽生南) 
 

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

育英館では面白く、分かりやすい
授業が展開されるので、学習意欲
が高まりました。苦手の数学では
入試によく出る問題や間違えや
すい問題を解く訓練をして下さ
り、応用力が身に付きました。全
ての志望校に合格したのは育英
館で学べたからだと思います。本
当にありがとうございました。 

 

大宮高校 １名 不動岡高校 ２９名 越谷北高校 ５名 熊谷高校 ２名 熊谷女子高校 １名 

越ヶ谷高校 ３名 浦和西高校 １名 伊奈学園高校 ８名 大宮北高校 １名 春日部女子高校 ７名 

春日部東高校 ９名 杉戸高校 ８名 越谷西高校 １名 久喜北陽高校 ９名 久喜高校 ６名 

栄東高校 １０名 開智高校 １０名 東京家政大附女子高校 ２名 西武台千葉高校 ３名 羽生第一高校 １７名 

春日部共栄高校 ２３名 開智未来高校 １５名 本庄東高校 ２名 大宮開成高校 ４名 鴻巣高校 ２名 

獨協埼玉高校 ５名 佐野日大高校 ６７名 國學院栃木高校 １４名 浦和実業学園高校 ６名 埼玉栄高校 ３名 
他 ・ 多 数 合 格   


