
 

 

 

 

 
                    

    

 

         

 

 

※ 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 28年 

    卒業生の声 



● 浦和高校 合格  Ｔ・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 

 先生方や教室の雰囲気が良く、学習に最適な環境が整えられていたと思います。勉強面では、そのと

きに必要な課題をある一定量出してくれるので、何をやればよいか迷うことがなく、とても助かりまし

た。言われた通りに取り組んでいたことで志望校にも合格できたので、クリエイトの授業の質は高いも

のだったと思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 高校入試は中学校３年間で学ぶこと全てが試験範囲です。準備期間は既に始まっているといえます。

少しずつ積み重ねていくことが何よりも大事です。あとで後悔することのないように頑張って下さい。 

 皆さんの健闘を祈っています！ 

 

 

保護者様の声 

 中１からクリエイトでお世話になりました。家庭で自主的に学習することがあまり得意な方ではな

かったのですが、クリエイトで頑張ることができて志望校に合格できました。それは先生方がとても熱

心に指導して下さり、また子供の個性をよく把握されており、的確な指導をして下さったおかげです。

受験生の保護者として、分からないことや不安なことが多くありましたが、保護者面談で色々教えてい

ただいて、安心して受験に臨むことができました。本当にありがとうございました。 

 

● 浦和高校 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 

 クリエイトでは全ての先生が、どんな些細な質問にも時間を割いて答えて下さったり、入試によく出

る問題や解き方をまとめて下さったり、生徒一人一人をいつも想ってくれます。おかげで、自分の苦手

なところを見つけ出して克服することができたので安心して試験に臨むことができました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 一番大事なことは志望校を早めに決めることだと思います。やはり志望校が決まらないと目標が決

まらないので、何のために勉強し、何をやるべきなのか分からなくなって足踏みしてしまいます。後輩

の皆さんも自分の夢を掴むために一生懸命勉強して下さい。応援しています。 

 

 

 

保護者様の声 

 ずっと先生方が子供を認め、見守り、応援してくださったおかげで志望校に合格することができまし

た。ほとんど休むことなく子供たちに向き合い、熱心に指導してくださった先生方に感謝です。本当に

ありがとうございました。 



● 浦和高校 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 

 定期試験や北辰テスト、そして高校入試に向けて対策授業を入念に行ってくれたため、全ての試験に

万全な状態で自信を持って臨むことができました。長期休みや休日、正月などでも授業があり、心配す

ることなく志望校合格に向けて努力することができました。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 

 定期試験や模試の結果で一喜一憂しすぎないようにして下さい。結果が良くても悪くても、「次、頑

張ろう！」と思うようにして下さい。毎回気持ちを切り替え、強い気持ちで勉強に取り組みましょう。

そうして積み重ねた努力は必ず自分の力になっています。そして、入試当日は自信をもって臨んで下さ

い。きっと大丈夫です。自分を信じて、ベストをつくそう！ 

 

 

保護者様の声 

 志望校の設定にあたり、子供の背中を押してもらえたことを、親子共に感謝しております。先生方の

ご指導や様々なアドバイスによって、無事第一志望校に合格できました。本当にありがとうございまし

た。 

 

 

● 浦和第一女子高校 合格  泉水 里奈 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 

 先生方が生徒や保護者一人一人と面談をして下さり、いつでも質問に答えて下さったりと、とても熱

心です。また、「今の時期は、この勉強をやろう！」と何をすべきか言って下さることが多く、限られ

た時間を有効に使うことができました。やる気の出る話もあって、精神的にも支えられたと思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 塾の授業を集中して受けて下さい。日々の授業を大切にして、定期テストを頑張り、内申点を１点で

も高くとれるようにしましょう。合否に影響します。部活がハードで時間がない人もいるかと思います

が、部活は受験の合否とは関係ないと思います。移動時間、学校の休み時間などの時間を利用して、コ

ツコツ努力を積み重ねていってほしいと思います。 

 

 

保護者様の声 

 学校の授業や定期テスト対策を大事にしながら受験対策を進めていただいたお陰で安心しておまか

せすることができました。どんなことにもきめ細かく対応して頂き、丁寧で根気強いご指導に感謝の気

持ちでいっぱいです。そして何よりも先生方全員の最後まで子供たちを励まし、応援して支えて下さっ

た熱意に感動しています。本当にありがとうございました。 



● 浦和第一女子高校 合格  Ａ・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 

 授業がとても分かりやすく、定期テスト対策や入試対策も充実していて、自分の力を伸ばすことがで

きました。なかなかやる気が出ないようなときでも、塾の自習室では集中して勉強に取り組めました。

志望校に合格することができたのは、クリエイトのおかげです。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 

 受験勉強は先が見えず、辛く大変だと思います。「やりたくないな」と感じる日もあるかもしれませ

ん。しかし、そんなときこそ自分で自分に気合を入れて勉強を続けてみて下さい。結果は必ずついてく

るはずです。諦めず頑張ってください！応援しています！ 

 

 

保護者様の声 

 小学校６年生から４年間お世話になりました。中学３年の２学期まで部活動があり、勉強との両立が

本当に大変そうでしたが、塾を休みたいと言うことは一度もありませんでした。先生方の熱心なご指導

のおかげで合格できたと思います。本当にありがとうございました。 

 

● 浦和第一女子高校 合格  Ａ・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 

 様々な対策授業のおかげで、何をどのように勉強すればよいのか悩まずにすみました。私は本気にな

るまでに少し時間がかかってしまいましたが、遊ぶ時間を無くし、お風呂や食事の時間も短縮し、でき

るだけ勉強時間を増やしました。特に入試直前は「別人」のようにやっていたと思います（笑）。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私は小５の頃から「浦和一女に行きたい！」と思っていましたが、中３になってもなかなか本気にな

れずにいました。そんなとき、大内先生から情熱的なアドバイスを頂き、「このままではだめだ！」と

思い知らされました。受験勉強を投げ出したくなるときもありましたが、ふとした瞬間に「勉強って楽

しい！」と思えたこともありました。後悔のないように頑張って下さい！心から応援しています！ 

 

 

保護者様の声 

 小５から通い始めました。中３の１学期で成績がふるわなかったとき、先生方がとても親身にフォロ

ーをして下さり、２学期にはまた良い成績がとれました。志望校を変えようかと不安になってしまった

ときも先生方に励まされ、最後はこうして浦和一女に合格できました。受験前日には大内先生から生徒

一人一人に心のこもった手紙を頂き、子供はそれを持って受験に臨みました。一斉指導にもかかわら

ず、勉強はもちろん、子供の性格を把握し、きめ細やかな対応をして下さりました。クリエイトに通わ

せて本当に良かったと思います。大内先生をはじめ諸先生方、本当にありがとうございました。 



● 大宮高校 合格  Ｋ・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 

 クリエイトの授業を通して、基本的な問題を確実に取れるようになり、数学では入試によく出る応用

問題の解き方を教わることで、合格に必要な得点力を養うことができました。それは日々の授業一つ一

つの先生方の丁寧な指導にあったと思います。授業はとても分かりやすく、たまに笑いもあり、充実し

た時間でした。第一志望校に合格できたのはクリエイトのおかげです。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 

 受験勉強はこれまでの定期試験と比べて非常に長く、大変です。でも、それが終わって合格したとき

の喜びと達成感は今までにないものです。自分に足りないところを見つけ、計画的に頑張って下さい！ 

 

 

 

保護者様の声 

 クリエイトの先生方の熱心な指導のおかげで、どんどん勉強に夢中になっていったように思います。

成績も模試を受けるごとに上がっていき、そのことが３月の受験当日まで迷うことなく突き進めた自

信と原動力になりました。この経験は高校生活にも大いに役に立つと思います。本当にありがとうござ

いました。 

 

● 春日部高校 合格  Ｆ・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 

 本郷教室は泰平中の人がたくさんいるので、お互いに仲間として協力したり、ライバルとして競い合

うことができました。定期テスト対策も学校の傾向に合わせて細かくしてくれて、公立高校全員合格と

いう結果も出て、改めて素晴らしい塾だと思いました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験勉強に集中する姿勢を早いうちにもつことが大切だと思います。特に夏休みはできるだけ早く

学校の宿題や塾の課題を終わらせて、自分の苦手なところを集中的に勉強するべきです。積極的に勉強

に取り組むほど、成績は伸びていくと思います。 

 

 

保護者様の声 

 大変お世話になりました。希望していた高校に合格することができて、親としても大変満足しており

ます。高校生活が充実するようサポートしていきたいと思います。希望する学校が早いうちに見つか

り、こうして進学することができるのは親身になって指導していただいた先生方のおかげです。本当に

ありがとうございました。 

 



● 春日部高校 合格  Ｙ・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 

 先生達との距離が近く、試験に役立つことをたくさん教えてもらいました。受験勉強は大変でした

が、先生のおかげで苦手だった単元が理解できるようになると楽しくなってきました。また、合格でき

たときの達成感は言葉にできません。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験を通して思ったことは、「入試当日で信じられるのは、それまでに努力をしてきた自分なんだ。」

ということでした。もっと頑張っておけばよかったと後悔することがないように、貪欲に頑張ってほし

いと思います。そして何より、早めに受験勉強を開始するべきです！ 

 

 

 

保護者様の声 

 とても良いメンバーと一緒に頑張れたことと、先生方の的確なご指導のおかげで、志望校に合格する

ことができました。最後まで粘り強く指導して頂き、感謝しております。本当にありがとうございまし

た。 

 

● 春日部高校 合格  Ｈ・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 

 各科目、細かいテクニックを教えていただけて良かったです。いつ質問にいっても答えて下さるの

で、非常に助かりました。最後まで面倒を見て下さり、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 

 今回の受験を終えて、過去のデータを乗り越えるほどの勉強が大切だということがよく分かりまし

た。「本番、いかに普段通り臨めるか。」というところも大事なのではないかと思います。 

 

 

 

保護者様の声 

 入塾当初より、折につけアドバイスやフォローをいただき大変感謝しております。３年生の２学期に

なり、ほとんど毎日自習室に通い、受験前日まで努力を続けられたのは、先生方の前向きな励ましの言

葉と気持ち、またクラスの仲間と団結して切磋琢磨できたことにつきると思っております。本当にお世

話になり、ありがとうございました。 

 



● 春日部高校 合格  Ｔ・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 

 クリエイトの先生方は難しい入試問題を解く際、どこに注目し、どのように考えればよいのかを分か

りやすく説明してくれたので、志望校合格のための得点力をつけることができました。また、定期試験

対策も充実していて、内申点をあげることができました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 苦手教科があるまま入試本番に臨むのはとても心配ですし、危険です。だから、今の時点で苦手な教

科が１つでもある人は、その教科を毎日勉強して、本番までに苦手ではない教科に変えるべきだと思い

ます。うまくいかず、つらいときもあると思いますが、努力を続けていれば良い結果が必ず出ます。頑

張って下さい！ 

 

 

保護者様の声 

 ほとんど休むことなく通塾させて頂きました。授業の中では、ただ問題を解くだけでなく、解き方や

取り組む順番など様々な点を指導して頂いたと聞いております。そうしたことも合格への近道になっ

たと感謝しております。本当にありがとうございました。 

 

 

● 春日部高校 合格  Ｋ・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 

 クリエイトの授業は分かりやすく、それでいて楽しい授業だったので、行きたくないと思ったことは

一度もありませんでした。志望校合格への道は険しいものでしたが、熱心な先生方のおかげで、合格に

必要な力をつけることができました。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 

 大切なことは２つです。１つは、「この学校に行きたい！」と思える学校を見つけることです。もう

１つは、定期試験や模試などの結果で、努力や手応えに裏切られることがあっても、あきらめないこと

です。大変な１年間ですが、頑張ってください。 

 

 

 

保護者様の声 

 私立高校合格後も公立入試にむけて熱心にご指導いただき、本当にありがとうございました。保護者

面談では高校の情報やアドバイスを頂き、親としてもとても助かりました。本人も「努力すれば実を結

ぶ。」という体験ができ、ひとまわり成長したように思います。本当にありがとうございました。 



● 春日部高校 合格  Ｈ・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 

 クリエイト進学ゼミでは、全ての教科で分かりやすい授業が行われていました。授業後の質問にも快

く答えて下さったので、とてもスムーズに学習内容を理解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 

 内申点に不安があるのなら、本気で勉強に取り組む必要があります。本気で勉強に取り組めれば、き

っとどんな高校にも行くことができると思います。あきらめずに頑張って下さい。 

 

 

 

保護者様の声 

 クリエイトさんにお世話になってからは、学習の仕方が分かったようで、取り組む姿勢が変わったよ

うに思います。最後まで前向きに頑張ることができて、とても良かったです。大変感謝しております。

ありがとうございました。 

 

 

● 川越東高校 合格  Ｓ・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 

 授業が分かりやすく、活気がある点が良かったです。小テストもあり、しっかりと準備してれば合格

でき、準備不足だと合格できないといった、ほど良い難易度もとても良かったと思います。今回の受験

を通して学んだことをもとに、これからは自分の課題点にとことん向き合っていこうと思います。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 

 勉強はもちろんのことですが、当たり前のことをきちんとやっていくことが重要だといえます。例え

ば整理整頓や、字を丁寧に書くことです。特に、字が汚いと計算ミスが起きやすくなりますし、試験で

は自分の解答が採点者に正しく伝わらず、悔しい思いをすることになります。このようなことは、いき

なりできるものではなく、日々の積み重ねで実現できることです。心がけて下さい。 

 

 

 

保護者様の声 

 長きにわたり、ご指導していただきまして、本当にありがとうございました。大手学習塾と違い、少

人数ならではの行き届いた教育のおかげと感謝しております。特に、最終的な進路決定では、親身にな

って助言して頂き、納得して高校進学を迎えることができました。大変お世話になりました。 



● 熊谷女子高校 合格  Ｋ・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 

 クリエイトの良い点は、先生方一人一人が親身になって教えて下さったことです。勉強をしてすぐに

は結果に表れなくても地道に続けていくことで成果が出せることも分かりました。入試当日は自分一

人ですが、その裏には自分を支えてくれた家族や学校の先生方、今までの経験を活かし最後まで内容の

濃い授業をしてくださった塾の先生方など、たくさんの人がいることを感じることができました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 先生に言われた通りにやり続けていくことが大切だと思います。その中で、何か分からないことがあ

ったときには先生方に質問すれば必ず答えを返してくれるので、遠慮せずに聞いてみて下さい。つまず

くことがあっても、周りの人たちは応援してくれます。あきらめずに頑張ってください。 

 

 

保護者様の声 

 小６からの４年間、大変お世話になりました。中１、中２の頃は「なんで先生に、勉強！勉強！と言

われてやらないといけないの！？」と、学ぶことの意味が捉えきれていない様子がありました。しかし、

面談などで先生方と話し、子供の性格も考えて接して頂いたこともあり、少しずつ自分のための学びと

して取り組む姿が見られました。無事、志望校に合格するという良き結果も得ることができ、感謝して

おります。ありがとうございました。 

● 浦和西高校 合格  Ｙ・Ａ 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 

 対策授業の内容は先生方が多くの問題から選んだものだったので、解説を聞いてメモしておき、後に

なってそれを見直すと役に立ちました。受験はやはりつらかったです。しかし、クリエイトで先生方や

同じ教室のメンバーと一緒でなければ、ここまで頑張ることはできなかったのではないかと思います。

多くの人が自分を支えてくれたのだと実感できる良い機会となりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 今の自分の成績で行ける高校より、自分の行きたい高校を目指して努力することが重要だと思いま

す。時々、勉強をさぼりたくなるときもあるかもしれませんが、そんなときは、「今ここで自分が気を

抜いている間、周りの友達がどれだけ必死で勉強しているか。」ということを想像し、自分自身を追い

こんでみると良いかもしれません。頑張ってください！ 

 

 

保護者様の声 

 中学２年まで他の塾に通っていましたが、クリエイトに通い始めてまず思ったことは、もっと早くに

クリエイトに通えば良かったということです。クリエイトは勉強に対して真剣に取り組んでいる生徒

が多く、勉強する環境が整っています。志望校に合格できたのは一緒に頑張った仲間と先生方の指導の

おかげだと感謝しております。 



● 熊谷西高校 合格  Ｔ・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 

 先生たちの授業が分かりやすく、それでいてとてもおもしろかったです。分からない点や疑問点があ

っても、気軽に質問することができました。受験勉強は本当に大変でしたが、こうして合格することが

できると充実感でいっぱいです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 僕は公立高校を第一志望にしていたので、絶対合格できるように、一番苦手な科目である国語を一番

勉強しました。満足のいく結果が出ず、泣きながら自習室に行ったこともあります。最終的には先生に

言われたことを実行し、国語の偏差値を 13以上あげることができました。苦手な科目も、先生に言わ

れた通りに、コツコツと頑張り続けることが大切です。 

 

 

保護者様の声 

 高校受験は本人、学習塾、保護者それぞれが協力できてこそ、成功すると思います。保護者も高校の

ことを研究し、主導権を握る覚悟で臨んで下さい。クリエイト進学ゼミの先生方は最強の味方になって

くださいます。 

 

● 大宮北高校 合格  Ｉ・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 

 定期試験対策でやったことが実際の試験に出るので高得点が取れました。自習室も助かりました。苦

手な単元を練習するためのプリントが欲しいとリクエストすると、その通りのプリントを渡してくれ

ました。入試直前まで勇気づけてくれたことも良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 厳しい言葉を投げかけてくることもありますが、それは全て自分のためになるので、素直に聞き入れ

て頑張ってください。私立に合格して、進学先が決まっていても、１月・２月の授業は高校で必要なこ

とをやっているので、きちんと受けて下さい。クリエイトの授業で無駄なことは一つもありません！ 

 

 

 

保護者様の声 

 中１～中２の２年間、他の塾での成績が芳しくなかったため、クリエイトに入塾しました。入塾後、

北辰テストで安定した点数を取れるようになり、内申点が非常に厳しい状況の中でも、希望の公立・私

立ともに合格することができました。入試本番に向かって、上手に本人の力を発揮させ、合格へ導いて

くれる先生方のご尽力がクリエイトにはあるのだと思います。大内先生はじめ、先生方、大変お世話に

なりました。 

 



● 大宮北高校 合格  Ｉ・Ｄ 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 

 定期試験の直前の対策授業、中３の正月には正月特訓、公立入試直前には予想問題ゼミなど、定期試

験や入試の対策が充実していました。人生はじめての受験だったので、何をしていいか分かりませんで

したが、先生方のアドバイスなどもあり、志望校に合格できました。入試当日は本当に緊張しました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 ほとんどの人がはじめての受験で、不安もあると思います。内申点が高いと、当日の入試で緊張のあ

まり自分のベストが出せなくても合格できるかもしれません。中１、中２はもちろんのこと、内申点が

特に重要な中３の１学期、２学期は意識して学校生活をおくるのが良いと思います。 

 

 

保護者様の声 

 本人が一番大変だったと思いますが、やはり家族も見守ったり、応援したり、時には喧嘩もし・・・、

たくさんの意味で貴重な一年間でした。塾の先生方にも相談にのっていただいたり、子供に直接アドバ

イスをしてもらい、大変心強かったです。いずれは弟もお世話になろうと思います。ありがとうござい

ました。 

 

● 大宮北高校 合格  Ｓ・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 

 僕は中３の９月から入塾しました。夏期講習に参加していなかった僕は、みんなと大きく差をつけら

れていました。内申点もあまり高くなかったので、合格できるか不安がありましたが、先生方のおかげ

で、入試当日は高得点を取ることができ、合格することができました。本当に良かったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 クリエイトは宿題も必ず出て、先生も厳しいけれど、それについていこうと決めて、言われた通りに

努力をしていけば、必ず入試当日の自分の力になるので、めげずにくらいついて下さい。皆さんが公立

高校合格発表日に笑えることを願っています。 

 

 

保護者様の声 

 中３の９月まで進学塾に通わずにいたため、高校入試に関する情報が少なく、クリエイトさんに入塾

して、はじめて聞く情報にびっくりしました。とても助かりました。公立入試直前まで熱心に言葉をか

けていただき、おかげで最後まで集中が途切れることなく試験をむかえることができました。色々と助

けられました。子供のことを細かく気にかけていただき、ありがとうございました。 



● 大宮北高校 合格  Ｔ・Ａ 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 

 他のみんなよりも少し遅いスタートで入塾し、不安もありましたが、クリエイトの授業は分かりやす

くて楽しかったので、ここに入塾して良かったなと思いました。入試当日は「こういう問題、塾でやっ

た！」という問題が結構あったので、私が合格できたのは塾の力も大きかったと思っています。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 「どうせ自分は…」と思っていましたが、塾の先生に言われた通りにやってみたら「意外にできるか

も？」となることもありました。とにかくトライしてみることが大切だと思います。入試当日は本当に

緊張します。正直、「あのとき遊ぶんじゃなかった。」と、反省した部分があったので、そうならないよ

うに、よく考えて行動してください！ 

 

 

保護者様の声 

 短い期間でしたが、大変お世話になりました。やる気があるのか、ないのか、よく分からない子で、

家では勉強している時間よりも、ゴロゴロしている時間の方が多く、見ていて不安でしたが、志望校に

合格することができ、今ではホッとしています。勉強だけでなく、先生とお話ししたことが、良い刺激

になったようで感謝しています。ありがとうございました。 

 

● 春日部東高校 合格  Ｋ・Ｎ 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 

 分からないところや難しい内容を扱う授業のときは、特に時間をかけて教えてくれるところがよか

ったと思います。自分が納得できるまで説明してくれるので助かりました。授業がとても楽しかったこ

とも良かった点です。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 成績が思うように伸びなくても途中であきらめずに努力を続けて下さい。自分自身、友達、周りの大

人の方を見て、自分の目標に向かって頑張ってください。 

 

 

保護者様の声 

  小学校のときから兄弟で本当にお世話になりました。時に厳しく、時に優しく、そして熱くご指導し

て頂きました。授業がなくても、クリエイトの自習室を利用することで、机に向かう習慣も身につきま

した。やり遂げたという達成感も味わうことができ、親も子も満足のいく受験でした。ありがとうござ

いました。 

 



● 星野高校 合格  Ｍ・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 

 定期試験や北辰テストの対策授業が充実していた点が良かったです。小テストや確認テストなども

要点がまとまっていて、とても役立ちました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 塾の小テストや課題をおろそかにせず、毎日きちんと勉強することが、合格へつながると思います。

頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

  なかなかやる気の出ないマイペースな子でしたが、最後までお世話になり、ありがとうございまし

た。もっと早くからクリエイトで勉強していたらと思うと、少し残念な気持ちではありますが、本人は

自分が希望した高校に合格できたので、高校でもしっかり頑張ってくれると思います。熱心なご指導を

最後までありがとうございました。 

 

 

 

● 春日部女子高校 合格  Ｓ・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 

 先生の面倒見が良い！これは、どの塾にも絶対負けていないと思います。受験勉強は大変でしたが、

受験が終わったら何をしたいか考えると、また頑張ることができたと思います。定期試験直前は色々な

課題があって大変なときもありましたが、整理して見ると達成感があって気持ち良かったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 これから受験勉強を長い間するにあたって、携帯電話を持っている人は使う時間を減らさなくては

いけないと思います。私は全てのアプリの通知をＯＦＦにして、携帯電話が気にならないように工夫し

ていました。誘惑に負けずに頑張ってください。 

 

 

 

保護者様の声 

  部活と勉強の両立は本当に大変だったと思います。クリエイトの先生方が、塾の指導方針を貫き、厳

しく接して頂いたことが結果的にとても良かったです。志望校に合格できたのも、先生方のおかげで

す。ありがとうございました。 

 


