
 

 

 

春日部高校 １名 不動岡高校 １４名 熊谷高校 ２名 国立小山工業高専 ２名 熊谷西高校 ３名 

伊奈学園高校 ５名 春日部東高校 ２名 春日部女子高校 ３名 杉戸高校 ２名 久喜高校 ２名 

栄東高校 ２名 開智高校 ５名 大宮開成高校 ３名 東京農大第三高校 ２名 久喜北陽高校 ３名 

獨協埼玉高校 １名 開智未来高校 １２名 川越東高校 １名 花咲徳栄高校 １８名 埼玉栄高校 ３名 

春日部共栄高校 ７名 昌平高校 ２３名 佐野日大高校 ２４名 國學院栃木高校 ２名 他 ・ 多 数 合 格 
 

野村 美尋(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) 
 

育英館の授業では、学校の授業の
予習・復習だけでなく、難問にも
取り組みました。初めはついてい
くのに精一杯でしたが、細かく丁
寧に何度も先生方は教えて下さ
って、身についていくのが実感出
来ました。先生方の授業は面白
く、楽しかったです。育英館に入
ったから、ここまで来られたのだ
と思います。ありがとうございま
した。 

石川 泰地(羽生東) 
 

不動岡高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｃ) 
春日部共栄高等学校 
 

僕は中２の３月から育英館に入
りました。成績が伸び悩んでいた
所、友達に紹介され、育英館に通
い始めました。先生方の授業はと
ても楽しく、勉強を集中して取り
組むことが出来、苦手だった教科
もいつの間にか得意教科へと変
わっていました。最終的に第一志
望校に合格する事が出来て、良か
ったです。本当にありがとうござ
いました。 

岡部 遥斗(騎 西) 

 

春日部高等学校 
川越東高等学校 
あ 
 

僕は中３になるまで明確な目標
が無く、内申点も悪く、受験にお
いて不利な状況にいました。しか
し、そんな僕を育英館の先生方は
全力でサポートしてくれました。
そのお陰で、今まで分からなかっ
た問題が段々分かる様になり、偏
差値が上がっていきました。そし
て、無事第一志望校に合格する事
が出来ました。先生方、今まであ
りがとうございました。 

小林 弘毅(加須西) 
 

不動岡高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｂ) 
あ 
 

僕は中１から育英館に入りまし
た。入塾するまでは家庭であまり
勉強をしておらず、勉強に対する
意欲がほとんどありませんでし
た。しかし、育英館に入ってから
は、先生方の面白い授業や、あり
がたい御指導のお陰で勉強への
意欲がどんどん増し、無事第一志
望の不動岡高校に合格する事が
出来ました。本当にありがとうご
ざいました。 

鈴木 佳那(昭 和) 
 

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

私は育英館に通っていたお陰で、
勉強に対してしっかりと向き合
う事が出来ました。苦手な科目
は、丁寧で面白い授業のお陰で、
基礎をしっかり押さえる事が出
来、得意な科目はさらに伸ばす事
が出来ました。また、先生方のア
ドバイスのお陰で最後まで諦め
ず自分を信じる事が出来ました。
３年間、本当にありがとうござい
ました。 

関根 杏華(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Ⅰ種) 
 

私は数学や理科が得意ではあり
ませんでした。育英館の先生方の
熱心な御指導のお陰で、不得意科
目だけでなく、５科目総合して点
数が取れるようになり、自信を持
って入試に臨む事が出来ました。
第一志望校に合格する事が出来
たのは、先生方のサポートのお陰
です。育英館で教わった事を忘れ
ずに、これからも頑張ります。本
当にお世話になりました。 

根岸 颯太(羽生東) 
 

国立小山工業高等専門学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
あ 
 

僕は育英館の卒業生でもある兄
に勧められ、中１から育英館に入
りました。先生方の授業は、面白
くて、育英館で出来た友人達と楽
しく勉強する事が出来ました。中
３の夏休み頃に成績が伸び悩ん
だ時、先生方からアドバイスをも
らい、その通りに勉強したら偏差
値を上げる事が出来ました。僕は
育英館で学べて本当に良かった
と思います。 

斉藤 悠太(騎 西) 
 

熊谷高等学校 
東京農業大学第三高等学校 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅱ種) 
 

僕は中１の時に、姉が通っている
育英館に入りました。勉強が好き
ではない僕でも、育英館では楽し
く勉強をする事が出来ました。そ
の結果、第一志望の高校に合格す
る事が出来ました。もし育英館に
通っていなかったら、合格出来な
かったと思います。僕をやる気に
させてくれて、無事第一志望校に
合格させてくれて、ありがとうご
ざいました。 

小林 悠奈(昭 和) 
 

開智高等学校 
あ 
あ 
 

私は中学入学前の３月から約３
年間育英館に通いました。学校で
は習う事のない内容も丁寧に教
えて下さり、予習・復習も徹底的
に指導して下さいました。また、
分からない所も詳しく説明して
下さり、苦手な教科もテストでだ
んだん点数が取れるようになり
ました。そして安心して受験する
事が出来ました。本当にありがと
うございました。 

村上 洸晟(昭 和) 
 

国立小山工業高等専門学校 
開智未来高等学校(準特待生) 
佐野日大高等学校 
 

僕は小３から育英館に入りまし
た。育英館の先生方は面白く、楽
しい授業で分かり易く教えて下
さいました。そして、苦手な教科
は豊富な演習問題で克服する事
が出来、得意な教科もより伸ばす
事が出来ました。どうしても行き
たかった国立小山高専に合格す
る事が出来たのも、育英館の先生
方のお陰です。本当にありがとう
ございました。 

平井 尊琉(羽生東)  
 

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

僕は、中２の３月に他塾から育英
館に変わりました。同じ実力を持
った生徒達でクラスが組まれて
いるので、多くのライバル達が居
て良い環境で学べました。分から
ない所は優しく分かるまで説明
して頂き、苦手だった英語の成績
が特に上がりました。自分の得意
科目の数学や理科を強みにして、
試験に臨む事が出来ました。先生
方や仲間達に感謝しています。 

関根 理莉(羽生東) 
 

熊谷西高等学校 
開智未来高等学校 
花咲徳栄高等学校 
 

姉が通っていた事もあり、私は育
英館に入りました。先生方の授業
は面白く、クラスには実力が同じ
くらいの友人がいて、お互いに高
め合いながら勉強する事が出来
ました。北辰テストや実力テスト
の結果が最後に大きく伸び、先生
方や友人達のお陰で、第一志望校
に合格出来ました。育英館で学ぶ
事が出来て良かったです。ありが
とうございました。 

野村 美智(羽生東) 
 

熊谷西高等学校 
開智未来高等学校 
佐野日大高等学校 
 

私は暗記する事が苦手で、語句を
覚える事など大変でした。でも、
育英館の授業は身近なニュース
などの話題と関連させて説明し
て下さるので、印象に残り、テス
トの時に思い出せる様になりま
した。育英館の授業は、分かり易
く、難しい数学の問題も丁寧に解
説して下さるので、楽しかったで
す。本当にありがとうございまし
た。 

須永 泰地(羽生西) 
 

熊谷高等学校 
昌平高等学校 
花咲徳栄高等学校 
 

僕は小６の夏から育英館に入り
ました。育英館では、先生方の指
導が面白く、分かり易い授業でし
た。学校では教わらない特別な解
き方や英文を速く読むコツなど
も教えて頂き、とても有意義な時
間を過ごす事が出来ました。ま
た、進路や勉強の悩みを親身にな
って相談に乗って頂き、とても感
謝しています。本当にありがとう
ございました。 

今西 舞 (羽生西) 
 

不動岡高等学校 
昌平高等学校 
春日部共栄高等学校 
 

私は初め、受験に対する意識が低
く、受験勉強に集中する事が出来
ていませんでした。育英館に入
り、周囲の仲間や分かり易い先生
方の指導のお陰で、意欲的に勉強
に励む様になりました。一つ一つ
の授業がとても楽しく、自分の為
になりました。こうして第一志望
校に合格出来たのも、先生方や友
人達のお陰です。本当にありがと
うございました。 

野本 柚羽(加須北) 
 

不動岡高等学校 
栄東高等学校 
あ 
 

私は中１の時に育英館に通い始
めました。育英館の先生方は、教
え方がとても分かり易く、面白い
ので楽しく通う事が出来ました。
違う学校の友達もたくさん出来、
夏期・冬期・日曜講習なども共に
楽しく学びました。また、受験指
導と第一志望校に合格する為の
サポートを最後までして下さり、
育英館に通って本当に良かった
と思います。 

福島 誠美(加須北) 
 

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Ⅲ種) 
 

私は中１から育英館に入りまし
た。熱心に教えて下さった先生方
のお陰で、苦手な教科を少しずつ
克服していく事が出来ました。ま
た、友達や先生方との関係もとて
も良く、育英館の和やかな雰囲気
の中で、楽しく学習する事が出来
ました。志望校合格へ導いて頂い
た先生方、感謝の気持ちでいっぱ
いです。本当にありがとうござい
ました。 

川邉 恵太(羽生東) 
 

熊谷西高等学校 
佐野日大高等学校 
あ 
 

僕は小６の春期講習を受けて、そ
のまま通い始めました。初めの
頃、塾がある日は少し憂鬱でした
が、知らない事を教えてもらう内
に学ぶ事はとても楽しい事だと
次第に思えてきました。特に中３
の受験前は、楽しみながら学ぶ事
が出来ました。先生方の話も為に
なる事が多く、大変面白かったで
す。志望校に合格出来て良かった
です。ありがとうございました。 

船田 菜奈(羽生西) 
 

昌平高等学校(奨学生Ｂ) 
あ 
あ 
 

私は勉強が苦手で、家庭での勉強
をあまりしませんでした。しか
し、育英館での定期テストを通
し、ライバルとなる存在が出来た
事で、家庭での勉強時間がどんど
ん増えていき、外部テストや中
間・期末テストの成績も上がりま
した。苦手教科の難問にも自らチ
ャレンジするようになり、人間性
もレベルアップ出来ました。あり
がとうございました。 

川島 沙月(加須東) 
 

不動岡高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｂ) 
あ 
 

私は冬期講習をきっかけに育英
館に入りました。初めは塾に通わ
なくても大丈夫だと思っていま
したが、合格に必要な力を身につ
ける為、そして勉強に対してしっ
かり向き合う為に通いました。育
英館の授業では、今まで知らなか
った事を学び、入試問題の傾向に
慣れる事が出来ました。育英館に
通って本当に良かったと思いま
す。 

永沼 暁 (羽生南) 
 

不動岡高等学校 
開智高等学校(準特待生) 
佐野日大高等学校(奨学生Ⅰ種) 
 

僕は中１から育英館に入り、違う
学校の友人もすぐに出来ました。
授業は、５教科を学べて、学校の
定期テスト対策だけでなく、入試
対策も受講出来たので、学校の順
位や偏差値を上げる事が出来ま
した。『入試に必要な内容』を面
白く授業して下さった先生方に
感謝しています。３年間育英館で
学ぶ事が出来て、本当に良かった
です。ありがとうございました。 

西田 和志(羽生南) 
 

不動岡高等学校 
大宮開成高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｃ) 
 

僕は中３準備講座から育英館に
入りました。先生方の面白く分か
り易い授業や、お互いを高め合え
る仲間達のお陰で、学校の成績や
偏差値がびっくりするくらい伸
びました。育英館は受験に対して
はもちろん、受験後にも役立つよ
うな知識や技能が身につけられ
るので、育英館で学べて本当に良
かったと思っています。ありがと
うございました。 

佐藤 伸哉(羽生南) 
 

不動岡高等学校 
開智未来高等学校(準特待生) 
昌平高等学校 
 

小６で入塾し４年間育英館に通
いました。面白く、個性的な先生
方の授業は、とても分かり易く楽
しかったので、いつの間にか授業
を待ち望む様になっていました。
学校とは違い、一人一人に丁寧に
御指導して下さるので、難しい問
題も解ける様になりました。苦し
い事もありましたが、仲間と共に
高め合ったこの４年間は僕にと
って宝物です。 

髙橋 杏奈(羽生南) 
 

不動岡高等学校 
大宮開成高等学校 
春日部共栄高等学校 
 

小学生の頃から不動岡高校に通
う事が夢でした。しかし、理科・
数学があまり得意ではないので、
それらを伸ばす為に育英館に通
い始めました。最初は、私にとっ
て難問ばかりでしたが、細かい解
説で理解出来るようになり、内申
点に関わる学校での定期テスト
で得点を伸ばす事が出来ました。
そして、受験の点もとれて夢だっ
た不動岡高校に合格出来ました。 

伊豆丸 凌(加須東) 
 

不動岡高等学校 
開智高等学校 
昌平高等学校(奨学生Ｃ) 
 

僕は中３から育英館に入りまし
た。中２で自分一人の勉強に限界
を感じ、塾探しをしていた所、広
告で育英館を知り、僕が志望して
いる不動岡高校に近く、先生方の
サポートが手厚いという事で入
塾しました。育英館では、楽しく
勉強に打ち込む事が出来、苦手な
教科を得意教科に変え、志望校に
合格する事が出来ました。ありが
とうございました。 


