
 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

※ 卒業生本人および保護者様の承諾を得た上で掲載しています。 

 

平成 29年 

    卒業生の声 



● 浦和高校 合格  Ｔ・Ｋ くん  

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 先生方の授業が分かりやすく、授業中に少し首をかしげただけでも一度授業を止め、

「分かった？」などと聞いて丁寧に教えてもらえました。先生方がいなければ、ここ

までできなかったと思います。入試当日、最後の科目の試験が終わったときの爽快感、

合格したときの喜びは今まで味わったことのないものでした。努力は報われるのだと

強く感じました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 とにかく先生方の言うとおりに問題を解いていけば大丈夫です。絶対に努力を絶や

さず、良い結果が出ても、行き詰っても自分を信じて頑張って下さい。後ろは振り返

らず、前だけを見て突き進んでいって下さい。 

 

 

保護者様の声 

 中３の７月末まで部活動が忙しく、塾に通ったこともなかったため、スタートが遅

かったことが親子共に不安でした。クリエイトに通うようになり、少しずつ勉強の仕

方が分かるようになり、成績が伸び、志望校が定まると、そこに向かって背中をおし

て自信をつけさせて下さったことに感謝します。何度も面談して下さったことも心強

かったです。本当にありがとうございました。 

 

● 浦和第一女子高校 合格  Ｎ・Ｓ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 色々な入試問題を解けたことがとても良かったです。分からないところがあると、

詳しく丁寧に教えてもらいました。また、学校の授業では教わらない解き方や知識・

テクニックなどを塾ではたくさん教えてもらえました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験勉強は辛いし、本当に大変です。しかし、自分の人生を決める大事な時期です。

辛いと思う気持ちに負けることなく、最後まで頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

 長い受験生活でした。そんな受験が終わる最後の最後までモチベーションを保って

こられたのは、クリエイトの先生方の指導のおかげです。本当にありがとうございま

した。 



● 大宮高校 合格  Ｎ・Ｈ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 難しい問題の解説を細かく丁寧にしてくれたところが良かったです。また、自主学

習用のプリントを配付してくれたことも助かりました。受験を通しての感想は、「とに

かく大変だった。」ということです。特に、年が明けてからの期間がとても長く感じ、

大変でした。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 入試問題は、学校の定期テストの問題と全く異なります。学校の試験ができても、

思うようにできなくても、一喜一憂しないようにして下さい。また、できるだけたく

さんの高校の説明会に行った方が良いと思います。 

 

 

保護者様の声 

 部活を引退してからの入塾でしたが、定期テスト対策、夏期講習、冬期講習、入試

対策、公立直前対策と、クリエイトでは様々な対策をして頂き、授業時間も適切なも

のでした。そして、子どもの面談や、保護者との面談も毎月のように行われたので、

様々な相談もできました。ありがとうございました。 

 

● 川越高校 合格  Ｄ・Ｔ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 受験勉強は長くて苦しいものですが、クリエイト進学ゼミに通うことで僕は勉強を

習慣とすることができました。また、１、２年生の中で苦手だったり、不安な分野も

きちんと復習させてくれることで、苦手な分野の多くを克服することが出来ました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 入試当日に平常心でいることが一番大切です。僕たちは学校選択問題が導入され、

２時間目の数学で多くの人が不安になり、その後の教科に万全な状態で取り組むこと

ができなかったと言っていました。皆さんも平常心で受験に臨むようにしてください。 

 

 

保護者様の声 

 中３の夏期講習会からお世話になりました。まだ志望校も定まらない状態で何とな

く始めていた受験勉強でしたが、まわりの子達や先生方に刺激され、やる気を引き出

し、無事志望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。 

 



● 川越高校 合格  Ｏ・Ｙ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 宿題の量がちょうど良い量でした。そのため、自分が苦手な単元を集中的に取り組

むといった「自分の勉強」に使える時間を確保することができて良かったです。塾で

勉強していると、辛いはずの受験も、意外と辛くないと思えることもありました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 内申点はあった方が良いです。学校の先生とは仲良くしましょう。また、よくうわ

さになる「合格点」はあまりあてにならないと思います。最終的には当日の点数です。

偏差値 70越えを目指して頑張りましょう。 

 

 

● 川越高校 合格  Ａ・Ｒ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 クリエイトの授業は分かりやすかったです。自分のレベルに合った授業を受けられ

る点も良かったです。自習室があるので、僕はそこで集中してたくさん勉強すること

ができました。先生に分からないところを質問することもできて、とてもはかどりま

した。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 内申点は大事です。合否に影響します。意識して取り組みましょう。受験勉強で一

番大事な時期は夏休みだと思います。夏休みに集中して勉強することで、すべて決ま

ります。 

 

 

● 春日部高校 合格  Ｓ・Ｔ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 受験勉強も大変でしたが、部活をやっている時期もそれはそれで大変でした。宿題

が多すぎて自分の勉強ができないということもなく、自習室で集中して勉強できまし

た。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 学校の定期試験はあまり学年順位にとらわれず、点数を意識することが大切です。

学校の先生との距離を近くして、内申点を上げることも必要です。社会のワークは２

回以上やりましょう。 



● 熊谷高校 合格  Ｔ・Ｙ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 僕は理数がとても苦手だったのですが、最終的に理科は公立入試で 95 点も取るこ

とができました。それは大内先生が丁寧に粘り強く教えて下さったからだと思います。

また、理科だけでなく他の教科も坂井先生や田村先生が分かりやすく教えて下さった

ので合格することができました。ありがとうございました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分は何ができて何ができないのか、今は何を勉強するべきかなど、しっかり自分

の課題点を分析した上で取り組むべきです。暗記物は一気にやらず、毎日少しずつや

ると良いと思います。僕は寝る前に取り組むことが多く、そうすると翌朝起きたとき

も覚えていられました。できなかった問題はとっておいて、しばらく期間をあけてか

ら再び確認しましょう。それを繰り返せば良い結果が出ます。 

 

保護者様の声 

 大変お世話になりました。おかげさまで息子の希望通りに合格できました。部活引

退後、様々な不安がありましたが、スイッチを切り替えて頑張っていました。いつも

根拠のない自信をもっている息子が心配でしたが（笑）、その自信が大切だったのだと

今は感じています。その自信を持たせて下さったのは、塾の先生方でした。辛いはず

の受験が楽しかったと言っています。勉強の楽しさを教えて下さったのだと思います。 

● 不動岡高校 合格  Ｓ・Ｍ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 先生方が本当に親切に指導してくれました。特に自分は数学が苦手だったのですが、

わざわざ僕一人のためだけに補習をしてくれたこともありました。さらに先生方は勉

強を教えて下さるだけでなく、精神的な面でもたくさん言葉をかけてくれました。自

分はその言葉に何度も勇気づけられて、受験勉強を頑張ることができました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 内申点を上げましょう。入試で有利になります。夏の勉強が大切です。そこで受験

勉強の基礎が決まります。たくさんの高校を見に行ってください。最後の最後まで勉

強しましょう。入試前日にやった問題が入試当日に出ることがあります。当日は最後

の科目が終わるまで戦いましょう。絶対にあきらめてはいけません。 

 

保護者様の声 

 クリエイト進学ゼミに入塾して最も良かったことは、大内先生にお会いできたこと

です。毎回の授業から、小テストのコメントまで、先生には何度も何度も息子を励ま

して頂きました。苦手な理科も得点源になり、偏差値も 10以上伸び、春先では無理だ

と思っていた高校に合格できました。本当にありがとうございました。 



● 熊谷女子高校 合格  Ｓ・Ｃ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 授業中、生徒一人一人にしっかり目を向け、丁寧に教えてもらえたので安心できま

した。休み時間に質問に行くと、何でもしっかり理解するまで解説してくれたので苦

手のままになることが少なかったです。先生方にたくさんプリントを頂いたので、何

度も演習でき、苦手だった数学が少しずつできるようになり、得意な国語もさらに伸

ばすことができました。クリエイトに入って良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 クラスのメンバーも先生方の授業もおもしろく、最後まで気持ちが折れることなく

集中して勉強できました。自宅だと気がぬけてしまう人は、自習室へ行くべきです。

正直、私は初め全く行きたくありませんでした。しかし一度行ってみると本当に集中

でき、課題も早く終わるようになり、成績も上がりました。先生方を信じ、自分を信

じ、頑張って下さい。「できる！」と思えばできます！ 

 

 

保護者様の声 

 スロースタートの娘でしたが、楽しいクラスの雰囲気の中だからこそ、最後まで勉

強を頑張ることができたと思います。塾へ行きたくないと言うこともなく、自ら勉強

に取り組むようにもなりました。一度上がったモチベーションを維持したまま、試験

日を迎えることができ、無事合格することができました。ありがとうございました。 

 

● 浦和西高校 合格  Ｙ・Ｎ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 小テストがたくさんあったので、授業の内容がしっかり覚えられました。みんなで

励まし合いながら頑張れることも良かったです。先生方が受験の情報をたくさん教え

て下さったことも、とても役立ちました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 夏休みから本格的に受験勉強がスタートすると思いますが、途中で嫌になってしま

うこともあるかもしれません。目標に向かって、うまく気持ちを切り替えながら最後

まで頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 進路相談や勉強について不安な点など、些細なことでもとても親身になっていただ

き、本当に感謝しています。高校の情報も詳しく教えていただいたので、高校選びに

とても参考になりました。公立入試まで長い道のりでしたが、子供達の気力が途切れ

ないよう、最後まで叱咤激励していただき、ありがとうございました。 



● 熊谷西高校 合格  Ｉ・Ｍ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 小学生の頃から、本当に長い間お世話になりました！宿題が十分やれる分量で、先

生方も優しかったです。たくさんの先生に励ましてもらったり、時には叱ってもらっ

たり、クリエイトに通えて本当に幸せでした！先生たちのこと、ずっと忘れません！

また会いにいきます！先生方もお体に気をつけて、いつまでもいつまでも元気でいて

下さい。本当にありがとうございました！  

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分で目標をもって「誰にも負けない！！」という強い気持ちをもてば、必ず勉強

できるようになると思います！あと１年長いようで短いので、悔いの残らないように

精いっぱい頑張って下さい。Do your best！！ 

 

 

● 熊谷西高校 合格  Ｆ・Ｙ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 試験対策のときに実際の試験問題とそっくりな問題で練習できた点が良かったです。

入試直前は模擬テストをたくさんやってもらえたので、いろいろな経験を積むことが

できました。ありがとうございました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 入試当日は、はじめの教科の試験がうまくいかない印象を持ったとしても、他の教

科で頑張れば大丈夫です！当日は会場の雰囲気にのまれず、とにかく強気でいきまし

ょう！ 

 

保護者様の声 

 入試当日までのハードなスケジュール、最後までよく頑張ったと思います。無事、

志望校に合格できたことを感謝しております。ありがとうございました。 

● 大宮北高校 合格  Ｓ・Ａ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 今の自分のレベルに合った授業を受けることができて良かったです。取り組んだ問

題に対する解説がしっかりしていて、授業で教えてもらった細かい知識も役立ち、深

く学習することができました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 「何のために勉強するのか、勉強することの意味が分からない…。」という人もいる

と思いますが、必ず意味はあると、受験を終えた今なら思えます。頑張って下さい！ 



● 大宮北高校 合格  Ｓ・Ｙ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 初めは大宮北高校を受験するレベルにも達していませんでした。伸び悩んだときも

ありましたが、最後まであきらめずに勉強し、北辰テストでは少しずつ成果が見える

ようになりました。公立入試当日も上り調子のまま合格することができました。クリ

エイトに入塾して、偏差値がグッと上がりました！！ 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 たくさん勉強しても思うような成果が出ないという経験は誰にでもあると思います。

私にもありました。しかし、努力を続けていれば必ず報われるときがきます。努力し

た先には人生で１番といえるくらい嬉しいことが待っています。学力は最後の最後ま

で伸び続けます。あきらめずに頑張って下さい！応援しています！ 

 

 

保護者様の声 

 先生方には大変お世話になりました。クリエイトにお願いして良かったと思うのは、

志望校に合格できたことはもちろんですが、先生と子供の距離が近く、北辰テストの

結果が届くたびに個人面談があったことです。塾での子供の様子や、勉強・受験に関

する話を聞けて、安心感がありました。本当にありがとうございました。 

 

● 大宮北高校 合格  Ｏ・Ｋ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 分からないところを分かるまで熱心に教えていただけたことが良かったです。また、

塾で教わったやり方を実際のテストで行うことで、点数が上がったことが嬉しかった

です。受験や受験勉強を通して学んだことを、高校生活でもしっかり活かしていきた

いと思います。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験勉強は苦手科目を集中的に取り組むことも大切ですが、得意な科目も得意だか

らといって手をぬいてはいけません。入試当日は５教科の合計点で合否が決まるので、

得意科目も苦手科目と同じくらい頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 先生方には大変お世話になりました。ご迷惑ばかりおかけしたことと思いますが、

先生方が忍耐強くご指導していただいたおかげで志望していた高校に合格することが

できました。良い先生方に出会えたことを親子共々に感謝しております。 



● 伊奈学園総合高校 合格  Ｈ・Ｃ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 生徒一人一人の苦手なところを先生方が把握して下さっていたので、様々なアドバ

イスに説得力があり、やる気を出すことができました。気軽に質問することもできた

ので、分からない部分を減らすことができました。また、先生方が過去の問題を見て、

試験に出る問題を予想して下さったおかげで、実際の試験にそれが出て、勉強の成果

を出すことができました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 周りの人から「受験生」という言葉を言われ、勉強することが嫌になることがある

と思います。しかし、それはあなた一人の受験ではなく、先生方や家族の支えがあっ

てこその受験です。恩返しとして合格することを目標に頑張って下さい。今のあなた

の頑張りは、今後必ず役に立ちます！！ 

 

 

保護者様の声 

 なかなか思うように成績が上がらない時期があり、勉強から気持ちが離れてしまい

そうになりましたが、クリエイトの先生方の励ましや、熱い気持ちのおかげで何とか

ゴールテープを切ることができました。本当にありがとうございました。 

 

● 伊奈学園総合高校 合格  Ｓ・Ｈ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 クリエイト進学ゼミの良かった点は、毎回のように小テストを実施してくれたとこ

ろです。一度勉強したことを小テストで確認できたので、勉強したことを忘れること

なく身につけられました。受験勉強はとても大変でした。勉強をすればするほど、難

しい問題がたくさんあることが分かり、「まだまだ勉強が足りない！頑張らないと！」

と思うことが多かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 先生の言っていることは全て正しいことでした。言われた通りに行動してください。

大変なこともあると思いますが、頑張って下さい！提出物は早めに出しましょう！ 

 

 

保護者様の声 

 受験当日までは「長いなぁ…。」と思っていましたが、終わってみれば早かったよう

に思います。クリエイトの先生には最後まで全力で見ていただきまして、とても感謝

しております。合格できたのも、クリエイトの先生方のおかげだと思います。ありが

とうございました。面談も何回もしていただき、不安がうすれました。 



● 伊奈学園総合高校 合格  Ａ・Ｙ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 基礎をしっかり固めてから発展問題に進んでくださるので、つまずくことが少なか

ったです。先生方にも話しかけやすく、質問を気軽にすることができました。とても

良かったです。受験対策も幅広く問題にふれることができ、柔軟な思考を育ててくだ

さったおかげで、とても助かりました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 分からないところはとことん追究するべきです。当たり前のことですが、その積み

重ねが入試当日の自分を助けてくれました。皆さんの健闘を祈ります！頑張って下さ

い！ 

 

 

保護者様の声 

 クリエイトにお世話になる前は、成績がどんどん下がり、勉強方法も分からないよ

うでした。通い始めて、すぐに成績が上がり、だんだんと実力もついてきたように感

じました。第一志望の公立高校に合格できたのは、本人の努力もあるでしょうが、や

はりクリエイトの指導のおかげだと感謝しております。大変お世話になりました。あ

りがとうございました。 

 

 

● 浦和南高校 合格  Ｂ・Ｙ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 先生方は一度教えただけで終わらず、その後も身につくまで教えてくれました。な

かなかやる気が出なかった私に対し、先生方はたくさんの言葉をかけてくれ、いつの

間にか本気で勉強するようになりました。クリエイトは自分を本気にさせてくれる場

所でした。クリエイトに入って本当に良かったです。ありがとうございました！ 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私は北辰テストや定期テストで何度か悔し涙を流しました。しかし、泣いてばかり

ではいられません。苦手なものは基礎から、得意なものは発展から勉強していき、最

後は悔し涙を嬉し涙に変えることができました。受験は多くのことを学ばせてくれま

す。今までにない努力をすることができました。努力は絶対に無駄にはなりません。

自分を信じて立ち向かってください！！応援しています！ 

 

 



● 上尾高校 合格  Ｈ・Ｒ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 私は中３の春から通い、１年・２年の内容を忘れてしまっていたため、簡単な問題

でも難しく感じました。しかし夏期講習でたくさん復習をしたことで、少しずつ解け

る問題が増え、勉強することが楽しくなりました。この１年間、悔しいこともたくさ

んありましたが、合格できて本当に良かったです。ありがとうございました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 苦手なものをそのままにしてきた人にとって、中３の１年間は本当に大変なものに

なると思います。たくさん勉強したのに良い点数が出なかったり、望んだ偏差値が出

ず悔しい気持ちになることもあると思います。ですが、合格したいという気持ちを強

く持ち、入試当日までに１つでも多く、苦手なものをなくしてください。特に１年・

２年の復習が大切です。最後まで頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 兄妹ともにクリエイトでお世話になり、希望していた学校に合格できました。それ

ぞれの個性を理解し、指導して下さいました。面談の機会も多く、本当にお世話にな

りました。先生方のおかげで子供の成績も伸びました。本人の頑張りを褒めて下さっ

たことが、さらに本人の頑張りにつながったと思います。ありがとうございました。 

● 市立川口高校 合格  Ｍ・Ｓ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 夏期講習後、北辰テストの偏差値が一気に伸び、その後も学力を維持することがで

きました。良い結果が出たことで、勉強が楽しくなり、さらにやる気が増しました。

授業のペースもちょうど良く、復習の機会が多くて助かりました。良い塾に通えたと

思っています。この塾で学んだことを忘れずに、高校の学習につなげたいと思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 これから１年間今までにないくらい勉強すると思いますが、途中であきらめないで

下さい。塾の先生は最後まで全力で応援してくれて、尽くしてくれます。その先生に

応えて、どうか志望校合格をつかみとって下さい。また、努力の成果が出るまでにか

かる時間は、みんな同じではないと思います。できるだけ多くの問題をといて、最善

を尽くしましょう。 

 

保護者様の声 

 夏休みを終えた頃から成績が伸び、本人も成果が目にみえて出ることが楽しくなっ

てきたようでした。こんなに勉強したことはないというくらい勉強し、そして結果が

出せた１年間でした。最終的には偏差値が９あがり、当初は諦めていたレベルの高校

も無事合格できました。ありがとうございました。 



● 南稜高校 合格  Ｕ・Ｔ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 クリエイトの先生方の授業は、分からないところを細かくしっかり教えてくれたた

め、とても分かりやすかったです！！また、先生から言われた重要なポイントは本当

に重要なんだと、試験や北辰テストなどで実感することができました。受験当日は本

当に緊張しました。冷静になるのが大変でした。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 クリエイトの生徒のみんな！！３年生になって最初は部活や体育祭などがあって、

中間・期末の勉強しかできないかもしれませんが、それが終わったらすぐに受験モー

ドに切り替えてください！夏の受験勉強は本当に大切です！入試直前は暗記内容が多

い理社を重点的にやるといいと思います！！ 

 

保護者様の声 

 入塾後、少しずつ中間試験・期末試験の順位を上げることができ、成果が出ました。

夏期講習なども頑張っていましたが、９月になり部活を終えて受験モードに入り、周

りの人達も頑張って偏差値を上げていたため、伸び悩んだ時期もありました。それで

も真剣に勉強し続け、最後は希望校に合格できました。自分を信じて、最後までよく

頑張ったと思います。お世話になりました。 

● 大宮南高校 合格  Ｙ・Ｈ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 １つずつ丁寧に教えてくれることと、分かるまで教えてくれることが良かったです。

覚えなければいけない内容をちゃんと覚えるまでやるのが大変でしたが、そのための

練習プリントをくれたり、質問したら教えてもらえたおかげで、少しずつ解けるよう

になれて良かったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 分からないことを１つずつでもよいので減らしていけば良いと思います。自分から、

苦手なところのプリントなどをもらい、積極的に問題を解きましょう！最後まであき

らめずに頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 中３になってからクリエイトに転塾したため、どうなるのか心配しましたが、以前

よりもやる気が出て、勉強時間も増え、安心しました。クリエイトに行かせて本当に

良かったと思います。先生方にも高校選びや勉強のことなど相談にのってもらい親と

してもとても助かりました。この頑張りを忘れずに高校生活も楽しく過ごしてもらい

たいです。ありがとうございました。 



● 大宮南高校 合格  Ｍ・Ｈ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 先生方がとても熱心に指導してくれたので、勉強がだんだん好きになっていきまし

た。今では、もっと早くからクリエイトに通っておけば良かったと思っています。授

業は明るく楽しい面があって良かったです。先生の授業がもう受けられないのは寂し

いです。ありがとうございました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 決戦の日まであきらめないでほしいです。あきらめないで勉強することが最終的に

良い結果につながると思います。 

 

 

保護者様の声 

 大変お世話になりました。入塾当初より成績も上がり、子供の性格を考えた上で、

褒めて伸ばして下さったことが本人の自信につながりました。志望校選択は迷いまし

たが、入学してからの子どもの様子まで想定した上でのアドバイスを下さったことが、

志望校決定、合格とつながりました。本当にありがとうございました。 

 

● 大宮南高校 合格  Ｋ・Ｔ さん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 分からなかった問題や間違えた問題を、授業で１つ１つ説明してくださり、小テス

トがあったおかげで基本内容やテストに出やすいところがしっかりと覚えられました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分が苦手だと思っている各教科の単元や分からない問題は、もう一度自分で復習

したり、先生に聞いたりした方がいいです。また、自分が行きたい高校を早い段階か

ら決めておいた方が、目標をつくることができるため、成績が上がりやすくなると思

います。頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

 お世話になりました。今回の受験を通して、言われたことをただ漫然とやるのでは

なく、自ら進んで勉強することが大切であることを学んだと思います。今後の進路で

も、自分が今すべきことを考え、それを実行できるように努めていってほしいと願っ

ています。 

 



● 大宮東高校 合格  Ｍ・Ｈ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 授業の時間が短く感じることが多く、１回の授業でたくさんのことを教えてもらえ

ました。また、先生方が入試分析を徹底的にしてくれて、とても役に立ちました。そ

のおかげで合格することができたと思っています。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分が得意な教科をさらに伸ばすことも大切ですが、それよりも苦手な教科に取り

組むことが重要だと思います。そうすれば点数はきっと伸びると思います。頑張って！ 

 

 

保護者様の声 

 入塾当初は、子供が授業についていけるのだろうかと不安でいっぱいでした。しか

し、クリエイトの指導や環境が子供に合っていたのでしょう、毎回楽しそうに通って

いました。特に数学と理科は自信がつくほど成長することができました。大内先生は

じめご指導いただきました先生方に大変感謝しております。本当にありがとうござい

ました。 

 

● 大宮工業高校 合格  Ａ・Ｙ くん 

  

クリエイト進学ゼミの良かった点や受験を通しての感想 

 入試直前まで多くの厳しい指導があり、辛いなと思う日が何度もありましたが、今

ではその厳しさがクリエイト生に向けた熱意であり、想いだったのだとしみじみ思い

ます。ありがとうございました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自らすすんで取り組むことがなかなか難しいときもあると思います。そんなとき、

私はとにかく塾の周りの友達についていく、あわせるといったことをしていました。

必死に頑張っている友達についていくだけでも効果はあると思います。 

 

 

保護者様の声 

 息子は、将来やりたいことを見据え、自分で志望校を決めました。合格の目安とな

る志望校偏差値が十分にクリアできていたため、「塾、行かなくてもいいよ？」と聞き

ましたが、「塾に行かないと勉強しなくなってしまうから最後まで塾に行くよ。」との

答えでした。きっとクリエイトが息子には合っていたんだと思います。お世話になり

ました。 


