
 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

※ 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 30年 

    卒業生の声 



● 県立浦和高校 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 

 クリエイトでは運動部に入っている人でも間に合うような時間割が組まれているので、

とても助かりました。また定期テストや北辰テストの前には対策授業があり、テストで高

得点を取ることができました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 勉強から始めて勉強で終えることが大事だと思います。僕は学校から帰ってきたら、遊

びたい気持ちを押し切って先に勉強を始めていました。その後は少しだけゲームやテレ

ビの時間もありましたが、寝る前にも勉強をすることで一日の最後は勉強で終えるよう

に意識していました。そうすると効率よく勉強できます。また、12 時前には寝ることを

おすすめします。 

 

保護者様の声 

 小学６年から中学３年まで、丁寧なご指導ありがとうございました。思春期に勉強に集

中できるのか不安でしたが、受験のプロの先生方がとても頼もしく、精神と学習の両面で

のサポートに救われました。自習室も環境が良く、たくさん利用させていただきました。

第一志望の高校に合格できて本当に感謝しております。 

 

● 県立浦和高校 合格  Ｈ・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 

 授業中に問題を解くコツや覚えておくとよい細かな知識が多くでてきました。苦手を

克服するための教材も多く、苦手なものが減っていきました。入試の予想問題は実際の入

試と同じまたは類似しているものが多く、多くの問題をこなしたことで初見の問題を潰

すことができました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 良い環境、良い教材、良い先生はそろっています。あとは自分の努力と、競い合える仲

間をつくることです。受験は団体戦です。この言葉を聞いて嘘だと思うのは間違いです。

自分と同じくらいの学力の人と競い合えることは、塾に通う最大のメリットだと思いま

す。ぜひ仲間と競い合い、努力を怠らないで下さい。 

 

 

保護者様の声 

 生徒ひとりひとりに対する個別のフォローもあり、学校の定期テストや北辰テストの

成績が上がったことが本人の自信につながり、志望校も高い目標にチャレンジできたと

思います。本人の努力はもちろんのこと、塾の先生方のこれまでの実績に基づいた適切な

指導のおかげだと思います。 



● 県立浦和高校 合格  Ｙ・Ｅ 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 

 塾内の雰囲気が明るく、分からなかったところを聞きやすい環境でした。授業と休み時

間の区別がはっきりとしていたため、気持ちを切り替えて授業に臨むことができました。

受験勉強は大変でしたが、先生方からの勉強法のアドバイスも多く、効率よく学習するこ

とができました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 分からないことを分からないままにせず、先生や友達に聞いて理解することが大切で

す。そのときに理解しなければ、それ以降に理解するチャンスがない可能性もあるからで

す。多くの問題を解き、知らないことを発見し、すぐに理解すればスムーズに学習できる

ようになってくると思います。 

 

保護者様の声 

 中学校３年間お世話になりました。苦手な科目も丁寧に教えていただき、最後は全科目

自信を持って受験することができたようでした。第一志望の高校に合格でき、家族で喜ん

でおります。本当にありがとうございました。 

● 浦和第一女子高校 合格  Ｋ・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 

 授業が楽しい雰囲気で、夏休みから入った私でもすぐになじむことができました。授業

後に分からないことを先生に聞きやすかったので、苦手なものがどんどん減っていきま

した。公立入試と同じ形式の予想問題をたくさんやることができたので入試当日も落ち

着いて問題を解くことができました。受験は大変でしたが、今までできなかった問題がで

きるようになることは楽しかったです！ 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 ただ量をやるよりも自分はどこが苦手なのか、何が分かっていないのかを考えて勉強

した方が効率よく勉強できると思います！また本格的に受験勉強を始めるのは３年生に

なってからだと思いますが、１、２年のうちに内申点をとっておくことは重要です。５教

科だけだと思わず、副教科の内申を上げておくことも５教科を勉強することと同じくら

い大切だと思いました。 

 

保護者様の声 

 短い間でしたが、温かく見守り励まして下さりありがとうございました。細かく指示を

出しすぎず、ある程度本人に任せていただけたので、自分のペースで勉強することができ

たようです。細かい質問に対する迅速かつ丁寧な対応や、要所要所での温かい声がけにも

ずいぶん助けられていました。また、教材の質が高く、良問を数多く解くことで力をつけ

ることができたと思います。本当にありがとうございました。 



● 浦和第一女子高校 合格  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 

 テスト対策がしっかりしていたので内申点を上げることができました。授業も楽しく

分かりやすかったです。受験を通しての感想は、気持ちが大切だと思いました。私は北辰

テストでは行きたい高校に偏差値が届いていなかったのですが、その高校に行きたいと

いう気持ちが強かったので、合格できたのだと思います！ 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 やる気が起きなくても、塾に行って授業を受けることが大切だと思います。塾に行けば

授業を受けて勉強することになり、それが自分の学力につながります。私は伸びるのに時

間がかかりましたが、大丈夫です！最後まであきらめず頑張って下さい！ 

 

保護者様の声 

 なかなか志望校が決まらず、不安で仕方がなかったのですが、最後にクリエイトの先生

方に背中を押してもらい、何とか娘の志望校も決定し、お陰様で合格することができまし

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  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 

 北辰テストやさいたま市学力テストの解説をつくっていただけたことが良かったです。

中学校の日程に合わせてスケジュールを組んで下さったことも助かりました。受験は辛

いこともたくさんありましたが、最後まであきらめずにやりきることができて良かった

です。入試では直前ゼミでやった問題がたくさんあって落ち着いて解くことができまし

た。クリエイトでやってきて本当に良かったです。辛いときに励まし合ったクリエイトの

仲間、支えてくださった先生方に感謝します。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 塾の宿題は必ずやりましょう。夏休みを有効に活用して、1、2年の内容と中 3の 1学

期までの基礎を完璧にしましょう。定期テストの勉強と、受験勉強はバランスよく両立さ

せていくことが大切です。（特に中 3 の 2 学期。）自分の苦手分野を少しずつ克服しなが

ら勝利をつかみとって下さい。応援しています！ 

 

保護者様の声 

 中学校のスケジュールに合ったカリキュラムで学校生活との両立がしやすく、とても

助かりました。北辰テストの答案を個別に丁寧に分析し、解説をつけて下さったことは間

違いのクセや知識・理解の抜けに気づくのにとても役立ちました。直前ゼミで本番同様の

形式の問題をたくさんこなせたことで、当日は落ち着いて試験に臨むことができたのだ

と思います。大変お世話になり、ありがとうございました。 



● 大宮高校 合格  Ｕ・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 

 周りの人達は定期試験などで高得点を取る人がほとんどで、自分も勉強しようという

気持ちになりました。テスト前には対策授業が設けられており、対策プリントも配られま

した。その結果、自信がもてるようになりました。また、先生方が親身になって各個人の

進路の相談等をしてくれたことが嬉しかったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 早い段階で志望校が決まった人は、その高校での生活を思い浮かべて、他の高校などは

考えない方が良いと思います。反対に悩んでいる人は最後まで悩み続けるべきだと思い

ます。偏差値だけでは決めず、第一印象、進学率、部活などで決めると良いでしょう。最

後まで頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

 中学１年生よりお世話になりました。先生方の丁寧なご指導のおかげと、最後まで諦め

ない本人の意思で無事、第一志望校に合格することができました。親にも子供にも寄り添

って頂き、大変感謝しております。 

 

 

 

● 川越高校 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 

 自分たちが自由に学習できる環境をつくっていただけたので、自分のペースで勉強す

ることができました。また、先生方は自分が欲しい内容のプリントを用意して下さるので、

苦手な内容を克服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 

 サボらずにコツコツと勉強して下さい！志望校に合格できるよう、頑張って下さい。応

援しています。 

 

 

 

 

 

 



● 川越女子高校 合格  Ｓ・Ｆ 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 

 私は前の塾で成績が上がらず困っていましたが、クリエイトの先生方が熱心に教えて

下さり、志望校に合格することができて良かったです。クリエイトの数学の授業で学んだ

ことがテストに出て解くことができたので、点を取ることができました。短い間でしたが

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 

 偏差値がなかなか伸びず、努力圏の学校でも最後まで頑張れば合格することができる

と思います。自己採点の結果が良くなかったので本当に不安でしたが、当日点と大きく差

が開いていました。合格発表には、ちゃんと行きましょう。 

 

 

保護者様の声 

 短い期間でしたが受け入れて頂き、ありがとうございました。学校選択問題に対する勉

強のやり方が分からず行き詰まっていた娘にとって、クリエイトの授業は新鮮で、刺激に

なり、自信になったようです。クリエイトに通いだしてからの娘の表情は明らかに変わり

ました。合格して 20日ほど過ぎましたが、合格はゴールではなくスタートなんだと、課

題の多さを前にして思っています。 

● 春日部高校 合格  Ｎ・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 

 クリエイトの先生方の指導は、各個人に伝わりやすく、分かりやすかったことが最良の

点だと思います。僕は入試が終わってから合格発表までの約一週間がとても長く感じま

した。本当に緊張したのは合格発表のときでした。おなかが痛かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分で「この科目は得意」と思っている科目があると思いますが、僕の場合その得意だ

と思っている科目の難易度が今年は非常に高く、苦手だと思っている科目の方が高得点

を取ることができました。苦手科目を重視して勉強していて良かったと思いました。当日、

何があるか分かりませんね（笑）。 

 

 

保護者様の声 

 ５教科必須の公立高校受験で良い結果を残すためには、いかに不得意科目を減らすか

だと考えていました。クリエイトに通う前、明らかに数学が苦手だと分かっていたので、

それが改善できる塾を希望していました。結果として学力が伸び、当初は検討範囲外だっ

た上位校が見えて現実的な目標となり、合格までできたのは良い先生に恵まれたからだ

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  Ｎ・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 

 授業が分かりやすく、便利な公式や解き方なども教えてもらえてテストに強くなるこ

とができました。夏休みを過ぎたあたりで得意科目が伸び、偏差値も上がりましたが、苦

手科目は時間がかかり、悔しい思いをすることもありました。その悔しい思いを入試本番

前に経験できたことが良かったのかなと思います。不安になっていたときに先生から後

押しをされて覚悟を決めました。先生方を信じてきて良かったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分の限界を決めず、目標を高く持ち、目標を達成するために今何ができるか考えて、

すぐに行動にうつして下さい。苦手科目は何時までに終わらせるのか期限を決めて、なる

べく毎日やるようにするといいと思います。早い時期から毎日少しずつやれば、それだけ

早く克服できると思いますし、自信もつくと思います。 

 

 

保護者様の声 

 過去に習ったことをほとんど忘れてしまっている状態で受験勉強に突入するのはかな

りの不安があったため、塾に入りました。入塾後、成績が大きく上がり、当初は考えてい

なかった高校に合格できました。最後まであきらめないという気持ちを持たせてもらっ

たのは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  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 

 苦手な分野を対策授業で丁寧に教えてくれたので、苦手科目を得意科目に変えること

ができました。僕のチャレンジに対して、大内先生が背中を押してくれたことがとても力

になりました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 過去のデータを見て、自分の志望校に合格することが厳しいと判断される状況でも、本

当に自分の意志が固く、周りの誰もが認めるほどの努力ができるのであれば、自分の意志

を貫き通すべきだと思います。努力は必ず報われますよ。後悔のないように頑張って下さ

い！ 

 

保護者様の声 

 息子は強い意志を持ち続け、入試直前までの先生方の励ましや補習のおかげで、入試当

日は 100％以上の力を出すことができました。最後まで「あきらめない勇気」をくれた先

生方に感謝しております。熱心なご指導、ありがとうございました。 



● 春日部高校 合格  Ｔ・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 

 先生方の指導は、生徒ひとりひとりに寄り添うような形でとても分かりやすく、勉強が

はかどりました。夏休みなどの長期休みにも課題が出るので、学んだことを忘れることは

なく、成績も安定しました。入試直前は本番と同じ形式の予想問題で自信をつけることが

できました。長い間、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 

 テストの点が伸びずに悩んだときは、一度改めて問題を解く順番などを見つめなおし

て下さい。最も良い取り組み方を実践するだけで、私は英語の点数を 10点ほど伸ばしま

した。試験時間が足りないと思っている人には特におすすめです。 

 

 

 

保護者様の声 

 なかなかエンジンがかからない息子でしたので、志望校に合格できるのか不安になる

こともありましたが、最後まで息子のことを信じて指導して頂き、念願の志望校に合格す

ることができました。辛い受験勉強の中、楽しく塾に通うことができたのも個性豊かな先

生方のおかげです。本当にお世話になりました。 

 

● 蕨 高校 合格   Ｕ・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 

 各教科でポイントをおさえた授業が行われ、とても分かりやすかったです。学校の定期

テストや受験にも役に立ちました。授業だけでなく宿題や課題を出してもらえるので、家

庭学習をする習慣がつきました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 3 年生になり受験期になったときに、「今までしっかり勉強しておけばよかった」と後

悔しないように、1年、2年でしっかり勉強して基礎を固めておくことが大切だと思いま

す。 

 

保護者様の声 

 大変お世話になりました。姉のときもそうでしたが御塾を選んで大変助かりました。学

歴の乏しい両親のもと、二人とも高学歴な高校へと導いていただいたことに感謝してお

ります。ありがとうございました。 

 



● 不動岡高校 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 

 クリエイトの先生方は少しでも分からないところがあれば、とことん丁寧に教えてく

れました。また、学校では習えない「大内式」の解き方で問題を速く簡単に正確に解ける

ようになり、成績も確実に上がりました。特に、辛い受験期を乗り越えられたのは、塾で

の楽しく充実感のある授業のおかげだと思います。この教室で学ぶことができて良かっ

たです。熱心な授業をしていただき、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 

 中 3の夏休みが本当に大事です。夏休みで差がつき、その差は縮まりにくいものです。

夏休みで成績が上がっても、油断するとすぐに抜かされます。頑張って下さい！ 

 

 

保護者様の声 

 最後まで自分が決めた志望校を変えず、合格できたのはクリエイトの３年間があった

からだと実感しています。親身になって指導してくださる先生方、気の合う塾生達、息子

にとっては非常に恵まれた環境だったと思います。先生方には勉強面、生活面ともに不安

や悩みを相談する機会を何度もつくって頂き、本当に助かりました。大内先生、坂井先生、

田村先生、お仕事とはいえ、ここまで子供の為に労力を惜しまないご指導に、ただただ感

謝しかありません。ありがとうございました。お身体、大切にして下さい。 

 

● 熊谷高校 合格  Ｉ・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 

 定期試験や入試の予想問題がよく的中します。分かりやすい授業はもちろんのこと、効

率よく覚える方法を教えてくれるところが良かったです。クリエイトの先生方は、分かり

やすい授業をして、生徒と真剣に向き合ってくれます。そのおかげで無事、志望校に合格

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 

 メリハリをつけて勉強することが大切です。長時間、勉強し続けていると集中力や体力

が続かなくなってきます。どうしても眠いときなどは 30分くらい寝て、糖分をこまめに

補給するといいと思います。もう一つ大切なことは焦点を絞り、勉強した内容を時間をあ

けてから復習することです。そうすれば確実に身につくと思います。最後に信じられるの

は自分だけです。あきらめず頑張って下さい。 

 

 



● 熊谷高校 合格  Ｋ・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 

 基礎だけでもなく応用だけでもなく、両方をきちんと教えてくれるところが良かった

です。先生はおもしろく、解説が細かく分かりやすかったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 定期試験では最低でも 2、3週間前には、自分に欠けているところや、これから勉強す

べきことなどを見つけましょう。試験 2 週間前からはラストスパートをかける気持ちで

取り組むべきです。僕は間違えた問題とその答え、その解き方、その分野について調べて

分かったことなどをメモして、それを受験の休み時間に見ていました。何をしてよいか分

からずにいた人よりは有効に時間を使えたと思います。 

 

保護者様の声 

 保護者面談が多く、何度も相談にのっていただけたので心強かったです。校風、進学し

た先輩の声などの情報をたくさん教えてもらえたので、志望校を決める際、とても参考に

なりました。ありがとうございました。 

● 熊谷女子高校 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 

 受験勉強はとても大変で辛いことでしたが、塾の先生方が分かりやすい授業をしてく

ださり、質問に丁寧に答えてくださったので、勉強が楽しくなり乗り越えることができま

した。自習室で勉強でき、いつでも先生に質問しに行けるという環境がとても良かったで

す。今まで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 

 私は志望校が 12月まで決まらず本当に大変でした。夏休み中に決めておけば良かった

と後悔しました。目標が決まっていない時期に勉強することはとても辛かったです。もし、

理想に近い高校が見つからないならば、なるべくレベルの高い学校を仮の志望校として

勉強するといいと思います。そうすれば選択肢が広がり、理想的な学校を見つけられるか

もしれません。頑張ってください！ 

 

 

保護者様の声 

 小学 6 年の冬から 3 年間、大変お世話になりました。受験までのこの 1 年間は志望校

が決まらなかったり、北辰テストで思うような結果が出なくて挫折しそうになっていま

したが、先生方の熱心なご指導と志の高い塾のお友達のおかげで最後まで頑張ることが

できたのだと思います。本当にどうもありがとうございました。 



● 浦和西高校 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 

 1、2 年の基礎から復習できる点や受験によく出るところを教えていただけて良かった

です。学校では習わないけれど、受験には絶対必要な裏ワザも助かりました。受験勉強は

夏から本格的にやったので大変でしたが、合格できて良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 社会と理科の 1、2年の内容は夏休みに完璧にしておくとよいです。私は英語が苦手だ

ったので、たくさん長文を読む練習をしましたが、単語と熟語をきちんとやることが何よ

り大切なのだと思いました。 

 

保護者様の声 

 ポイントをおさえた効率的な勉強ができたようで本人も満足しておりました。夏以降、

サッカー等個人的な都合でずいぶんとご融通して頂きまして感謝しております。夏のご

指導が一番ありがたかったです。他にこのような親切な塾はないと思います。ありがとう

ございました。 

 

 

● 浦和西高校 合格  Ｈ・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 

 受験を経験した後だからこそ言えることは、合格に向かって自分なりに腐ることなく、

ふてくされず、努力し続けるという過程と、合否の結果をもらったあとの生活などが最も

大切なのではないかと感じました。この経験が、自分を成長させ、強くするのではないか

と思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分はできないと思わないで下さい。成果がすぐに出る人と出ない人がいますが、周り

とあまり比べないように。勉強ができる人よりも、人として立派な人になってほしいです。

合格を目指して頑張り、先生など周りの人の話をよく聞くことが大切です。 

 

 

 

保護者様の声 

 宝先生を始め、クリエイトの先生方、本当にお世話になり、どうもありがとうございま

した。中 2の中間試験の後、自分から「このままじゃヤバいから塾に行きたい」と言いだ

して通いだしました。入試直前は宝先生に「何とかひっかかってこい！」と握手をして肩

をたたかれて送り出されて、「俺、宝先生のためにも絶対に合格する」と感動して帰って

きました。感謝、感謝です。 



● 川口北高校 合格  Ｙ・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 

 先生方の教え方がとても丁寧で分かりやすかったです。苦手としていた社会がクリエ

イトの授業のおかげで得意になりました。また、入試直前はテスト形式の授業をしていた

だき、入試に近い雰囲気で取り組むことで合格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 

 受験勉強は大変で辛いけれど、努力した分結果はついてくるので最後まであきらめず、

自分の行きたい学校に向かって頑張り続けてください。 

 

保護者様の声 

 定期試験、北辰テスト、私立入試、公立入試、すべてに対策をしっかりとして頂き、と

ても助かりました。先生方には最後まで親身になってご指導して頂き、本当に感謝してお

ります。ありがとうございました。 

 

 

● 越ケ谷高校 合格  Ｋ・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 

 私は 1 年生の頃からこの塾に通っていて、定期試験の前に行われる試験対策授業は丁

寧で中学校に合わせたものだったので、とても役に立ちました。受験勉強は大変だったけ

れど、先生方からたくさんのアドバイスをいただけて、とても助かりました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私は入試 1か月前など精神的に辛い時期がありました。先生から「前向きに頑張れ！」

と言われたときも、「前向きになれない！」と思ってしまうほどでした。その後、先生か

ら色々な言葉をかけていただき、「自分なら絶対大丈夫！」と考えるようになると、勉強

もはかどり、「悩むよりも勉強しよう！」と思えるようになりました。今までやってきた

ことを信じ、なによりも自分を信じることが大切だと思いました。 

 

 

保護者様の声 

 部活、塾、宿題などが重なって、とても忙しく過ごしながらも、おかげさまで内容の濃

い充実した時間をおくることができました。志望校に合格でき、本当に良かったです。あ

りがとうございました。 

 



● 浦和南高校 合格  Ｔ・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 

 私はクリエイト進学ゼミに小 5 の頃から約 4 年半通いました。先生方は生徒と向き合

い、分からないことを聞くとすぐに教えてくれました。厳しいときもありますが、普段は

とても明るくて優しくておもしろいです。授業は楽しく勉強することができます。テスト

の点数を 1 点でも上げたければ、受験でより上の学校に合格したければ、クリエイトに

通うべきです！合格できたのは先生方のおかげです。本当に 4 年半楽しかったです。ク

リエイトに通って良かったです！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 

 私は本格的に勉強を始めるのが遅かったです。「なんとかなる」という謎の自信があっ

たからです。実際、勉強せずになんとかなることはありませんでした。勉強して下さい。

やればやるだけ身につきます。そして塾の先生に何でも聞きましょう。必ず教えてくれま

す。1年間はあっという間です。悔いのないよう頑張って！ 

 

 

保護者様の声 

 大変お世話になりました。兄もお世話になっており、二人とも志望校に合格しました。

先生には、子供の性格や協力して頂きたいこと、気になることなど面談のときだけでなく、

お電話でも相談にのって頂けました。どれにも快く相談にのって頂けたことが親として

心強かったです。ありがとうございました。 

 

● 大宮北高校 合格  Ｎ・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 

 大事なポイントは何度も繰り返し言ってくださったので助かりました。宿題がある日

とない日がある点も良かったです。また、各教科の先生方が下さった要点プリントや一問

一答を休み時間に見てたら、本番の試験で当たる問題があったのですごいと思いました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 塾で使うテキストは 1 冊終わらせるつもりで取り組む方がよいと思います。いつも点

がとれない教科がある人は、いつも高得点が出る教科ができるよう頑張った方がいいで

す。また、北辰テストで厳しい判定が出ていたとしても、そこが本当に行きたい高校で本

当に努力ができるのであれば目指した方がいいと思います。 

 

 



● 大宮北高校 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 

 先生方に教えて頂いたこと全てが良かったです。先生の言うとおりにやることで成績

も伸びたし、心も鍛えられた気がします。僕は心配性なのですぐに不安になってしまうの

ですが、不安だからこそ勉強できたと思います。先生の言葉一つ一つに重みを感じ、入試

当日まで勉強できました。先生の言うとおりにやってきて本当に良かったです！！ 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 一番大切なことは先生の言うとおりに問題を解いたり、宿題をこなしていくことです。

先生方に教わることで使わないことはありません。「面倒くさいな…」と思っても最後ま

でやりきると必ず力になります。また、不安な気持ちを感じるのならば机に向かって下さ

い。僕も不安になることで勉強時間が増えました。悔いを残さず、志望校に合格できるよ

うに頑張って下さい！！ 

 

保護者様の声 

 中 2 の冬期講習から入塾し、中 3 の 1 学期中間で初の学年 10 位以内に入ることがで

き、クリエイトさんのおかげだと実感いたしました。息子は「もう少し早くに入塾してい

れば、今よりもさらに数学が得意になっていたかも」と言っていました。何も分からなか

った高校の選び方など、個人面談で何度も大内先生に相談に乗っていただき、とても心強

かったです。大変お世話になり、ありがとうございました。 

● 伊奈学園総合高校 合格  Ｎ・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 

 3年間お世話になりました。最初の頃は真面目に勉強してこなかった僕が志望校に合格

できたのは、クリエイト進学ゼミのおかげです。定期試験前や入試前にも出そうなところ

を予想してもらえたり、難しい問題が出ても解けるようにしてもらえました。そのおかげ

で無事合格できました。本当に感謝しています。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 

 受験勉強が嫌になることがあるかもしれません。弱音を吐きたくなるかもしれません。

そんなときは自分が何のためにその高校を受けるのかを思い出してください。その思い

が強ければ強いほど、勉強への活力になると思います。大変だと思いますが、受験頑張っ

て下さい。 

 

保護者様の声 

 クリエイトとは長女のときから約 10年のつきあいになります。途中、次女と長男の間

で 9 か月程空きましたが 3 人姉弟小 6 から中 3 まで信頼してお願いすることができまし

た。3人とも希望の高校に進学できたのも、それぞれにあったアドバイス（勉強方法）の

おかげだと思います。長い間大変お世話になり、ありがとうございました。 



● 伊奈学園総合高校 合格  Ｙ・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 

 塾は怖くて恐怖の毎日なんだろうという勝手なイメージがありましたが、クリエイト

はとても良い雰囲気の中で勉強できました。分からないところはすぐに教えてもらえま

したし、一人一人に本当に丁寧に分かるまで教えてもらえます。そのおかげで授業も楽し

く受けられて、成績も上がります。毎日楽しく勉強できる素晴らしい塾でした！ 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 すべての教科が得意な人は少ないと思います。何かしら苦手なところがあると思うの

で、その苦手をつぶしていくといいと思います。すぐそばにそれぞれの教科の先生がいる

ので分かるまで聞きましょう。自力で解こうとするのも良いですが、分からないことはな

かなか前に進めず時間がかかります。分かるまで聞いてしまう方が良いと思います。また、

不安なことは何でも相談してアドバイスを聞くべきです！ 

 

 

保護者様の声 

 希望する高校に合格できたのは、娘が頑張ったということもあると思いますが、娘を全

力で支え指導して下さったクリエイト進学ゼミのおかげだと思います。初めての受験で

分からないことだらけでしたが、色々教えていただきありがとうございました。 

 

● 伊奈学園総合高校 合格  Ｈ・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 

 入塾するのが遅かった僕に、勉強の仕方を丁寧に教えていただきました。苦手な単元は、

その単元のプリントを個人個人に作ってくれたり、便利な公式や、楽に解くためのコツな

どをたくさん教えていただき、とても自分の為になりました。勉強面だけでなく受験に臨

む姿勢や精神面でのサポートもしていただき、良かったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分に自信がつくまで、周りの人よりも頑張ることが大切だと思います。自習室を利用

したり、プリントをもらったり、質問したり、積極的に行動することが必要だと思います。

自分はこの方法で「勉強量は嘘をつかない」ということを学びました。 

 

 

保護者様の声 

 短い間でしたが、学習面だけでなく、受験との向き合い方、時間の使い方など多くのこ

とを指導して頂いたと感じました。子供の成績も伸びて、志望校に合格することができて

本当に良かったです。素敵な先生方との出会いに感謝しております。 



● 浦和北高校 合格  Ｏ・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 

 クリエイトは聞いたことにすぐに答えていただけたり、苦手な単元のプリントを出し

ていただけたり、本当に面倒見が良いと思います。授業も分かりやすく、それでいて面白

く、質の高いものでした。質問をしたり、自分だけのプリントをもらえたり、自習室に通

ったり、クリエイトのおかげで受験へのモチベーションが上がって、第一志望に合格でき

ました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 分からない問題があったら理解するまで先生に質問するべきだと思います。その問題

と同じ問題や似た方法で解ける問題が出たことが何度もありました。自分なりのやり方

で勉強するのもいいですが、まずはクリエイトの先生方を信じて取り組むことが大事だ

と思います。最後まであきらめず頑張って下さい。応援しています！ 

 

保護者様の声 

 小学生の頃から算数が苦手で、「中学生になったらどうなってしまうのだろう？」と心

配していましたが、中 1 の春に通い始めてから徐々に成績も上がり、本人も苦手意識が

なくなり、本当に良かったと思いました。子供の分からない箇所を納得いくまでつきあっ

ていただき、本当にありがとうございました。 

 

● 栄北高校 合格  Ｉ・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 

 定期試験対策や北辰テスト対策はとてもよく当たり、ためになることばかりだったの

で万全な状態で試験に臨むことができました。先生が熱心に、そして丁寧に教えてくれま

した。一人一人に真剣に向き合って下さるので自分も頑張らないといけないなと思うこ

とができました。三年間、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 

 先生の言っていることに間違いはありません。一つ一つの授業を大切にして、集中して

受けましょう。分からないことがあったら自習室に行きましょう！小テストは再テスト

にならないよう事前に勉強して受けた方が絶対に良いです。 

 

保護者様の声 

 体調を崩し、なかなか勉強が手につかなかった息子を温かく見守って下さり、ありがと

うございました。クリエイトでは先を見据えて、コツコツとやり遂げることの大切さを学

ぶことができたと思います。熱心なご指導を最後までありがとうございました。 

 



● 大宮光陵高校 合格  Ｏ・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 

 クリエイトに通うようになってから勉強の習慣が少しずつ身につき、自覚を持って 1年

を過ごすことができました。苦手をなくし最後まで本気で頑張ることができたのは先生

方のおかげです。特に英語では中 1 の内容から引っかかっていたのに、今では外国語科

に進学することができるまでになりました。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 

 受験勉強を早く始めることも大切ですが、残された時間をどのように使い、どれだけ自

分を追い込めるかで大きく変わってきます。自分が進学する高校の名前を胸を張って言

えるように最後まで頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 部活引退後の夏休みから入塾し、遅いスタートとなりましたが、先生方の熱心なご指導

のもと、学習する意欲と受験生としての自覚も芽生え、無事に志望校に合格することがで

きました。何よりクリエイトで出会った先生や仲間の影響で、英語に更に興味を持ち、外

国語科にチャレンジしたこと、チャレンジできたことを本当に嬉しく思います。有難うご

ざいました。 

 

● 常盤高校 合格  Ｈ・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 

 以前通っていた塾とは違い、定期試験の予想問題をくれたり、授業も分かりやすく、ク

リエイトに来る前と比べて偏差値が右肩上がりで、10 ぐらいアップしました。受験を通

して自分が分からなかったところや弱点が分かりました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 塾の授業と自習室の利用で成績が上がったと思うので、自習室はたくさん利用した方

がいいと思います。分からないところは必ず先生に聞いた方がいいです。分からないとこ

ろをそのままにすると、受験や定期試験で後悔すると思います。 

 

保護者様の声 

 いつも「塾が楽しい。クリエイトに変えて良かった。」と言っていました。授業中に指

されたとき答えられないのが恥ずかしいので、答えられるよう勉強したそうです。入試結

果の公表も学習意欲につながったと思います。志望校に合格できて感謝しております。あ

りがとうございました。 

 



● 大宮南高校 合格  Ｍ・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 

 私は最後の最後に進路に迷ってしまいました。それでもクリエイトの先生方は私のた

めに補習をしてくれたり、苦手な単元を集めたプリントを用意してくれました。そして私

にたくさん自信をつけてくれました。クリエイトに通うことができて良かったと思って

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 

 自習室を利用し、先生方にたくさん質問して下さい。私もたくさん利用しましたが、そ

れでももっと質問すればよかったと思っています。先生方を信じて頑張って下さい。そし

て、絶対に最後まであきらめないことです。ラスト１日まで強気で、自分を信じて努力し

て下さい。やったことは絶対に無駄にはなりません。 

 

 

保護者様の声 

 面談をマメにやってくださるので親の悩みや勉強のアドバイス等、色々な話ができて

頼りになる先生方でした。子供も書いているように最後は進路に迷いましたが、合格でき

たのは入試前日まで補習をしていただいたり、自信をつけていただいたり、最後の最後ま

で面倒を見ていただいたからだと思います。本当に感謝しております。 

● 大宮工業高校 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 

 授業が楽しく、質問しやすい環境でした。いつでも分かりやすく説明してくれた先生方

に感謝しています。また、定期試験や北辰テストの対策授業をたくさん行ってくれ、入試

直前の授業のおかげで第一志望に合格できたのだと思います。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 塾での小テストはしっかり勉強して受けて、再テストになってしまっても全てちゃん

と受けましょう。受験を通して思ったことは、自習室での勉強は家での勉強とは比べもの

にならないほど集中できるということです。自習室へ行こう！受験を通して何かを得る

ことができるよう、頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

 先生方の熱意と励ましのおかげで無事に第一志望校に合格することができ、感謝の気

持ちでいっぱいです。きっとクリエイト進学ゼミに入っていなかったら、自分の弱さに負

けて受験勉強ができていなかったと思います。本当にありがとうございました。 


