
 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

※ 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。 

 

2019年 

    卒業生の声 



● 県立浦和高校 合格  Ｔ・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 

 先生方が最後まで徹底的に支えて下さったおかげで自分のやるべき勉強にしっかり取

り組むことができました。先生への質問や相談がとてもしやすい雰囲気もありがたかっ

たです。受験当日は恐ろしいほど緊張しましたが、そんな中でも前日まで問題を解き続け

てきたんだという自信のもと、落ち着いて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 

 勉強になかなか身が入らないという人は自習室に行ってみてはどうでしょうか？周り

の人が勉強しているので「自分もやらなきゃ！」と頑張れるかもしれませんよ。少なくと

も僕はそうしないと駄目でした（笑）。思うように成績が伸びず、悩む時期があっても毎

日勉強は続けて下さい。実感は湧かなくとも確実に実力はついていきます。そうして積み

重ねた努力は、きっと受験当日の自分に力をくれるはずです。 

 

保護者様の声 

 息子がお世話になったのは中２の夏期講習からでした。苦手な数学を何とかしたいと

本人が望んで入塾しました。先生方のご指導のおかげで少しずつ苦手意識を克服してい

ったように思えます。部活引退後、ひたすら自習室に通って勉強し続けたことも成果につ

ながったと思います。いつも温かく熱心に導いて下さった先生方には本当に感謝の気持

ちでいっぱいです。 

 

● 浦和第一女子高校 合格  Ｔ・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 

 自分の中学に対応した授業や、定期試験の対策授業をしっかりと行ってくれました。他

県の過去問や、入試と同じような形式の問題にもたくさん取り組むことができました。

様々な問題を解くことで自信にもつながりました。不安がたくさんあったけれど、志望校

にむかって頑張れたので良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験勉強は長期戦です。間違えた問題や分からないことをそのままにすると、どんどん

積み重なってしまいます。すぐに見直しをしたり、先生に質問したりして苦手な分野をつ

くらないようにすることが大切です。受験で悩み、不安になることがあるかもしれません

が、後悔しないように頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 第一希望の浦和一女に合格することができ、感激しています。安定したご指導により、

落ち着いて受験勉強に取り組むことができました。効率的なカリキュラムで体力的にも

無理がありませんでした。熱意のある授業をありがとうございました。 



● 浦和第一女子高校 合格  Ｋ・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 

 私は中学１年生の頃からクリエイトに通っていたのですが、定期試験で狙われやすい

ところや間違えやすいところを親身に教えて下さったり、冗談を交えて楽しい授業を行

ってくれたりしたので、三年間とても有意義に過ごすことができました。受験のときはと

ても緊張しましたが、北辰テストを受ける感覚だと思い、平常心を意識して臨みました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験勉強のときは自分の苦手な部分をノートにまとめたり、単語帳に問題形式で書き

出したりすると、入試直前にすぐ見直しができるのでいいと思います！勉強中に息抜き

がしたいときや食事中にも確認できるという利点があります。入試は平常心で取り組む

のが一番です！！！Fight！ 

 

保護者様の声 

 本当に嬉しいの一言に尽きます。最後まで諦めることなく受験勉強を頑張り抜いたこ

とをほめてあげたいと思います。そして本人の努力はもちろん、先生方の全力での熱心な

ご指導と対応が娘に頑張る力や乗り越える力を与えて下さったと思っています。先生方

には心より感謝いたします。ありがとうございました。 

 

 

● 浦和第一女子高校 合格  Ｔ・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 

 塾の宿題の分量がちょうど良く、１つ１つの宿題を丁寧に解くことができました。授業

では復習の時間もあったので、習ったことが身につきやすく助かりました。また入試直前

で不安な気持ちになっても塾では落ち着いて問題演習ができたので安心できました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 苦手な科目から逃げないで下さい！私は社会が嫌いでしたが、逃げずに向き合って勉

強したら少しずつ改善し、入試当日は社会の点数が５教科の中で一番良い点数でした。苦

手な科目は一気に全てやろうとせずに、１日１つずつ、例えば社会なら年号、英語なら単

語など、少しずつ勉強していくと少しずつやる気が出てきます。おすすめです！ 

 

 

保護者様の声 

 小６からお世話になりました。クリエイトは塾の雰囲気が良く、受験直前の不安な時期

に「メンタル面でも塾に行っていて本当に良かった。」と子供が話していました。また、

保護者面談では子供の様子や受験の情報をたくさん教えていただき、安心して受験をの

りきることができました。ありがとうございました。 



● 浦和第一女子高校 合格  Ｍ・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 

 自習室があるので、家で集中して勉強できない私にとっては本当にありがたかったで

す。周りの人も頑張っているので自然とやる気が出ます。また、試験や入試の対策問題や

予想問題をたくさん解かせてくれました。授業以外でも生徒一人一人にあわせた基礎プ

リントや応用プリントなどを作って下さり助かりました。クリエイト以外で参考書を買

いましたが、必要ではありませんでした。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 皆さんはこれから北辰テストを受け、偏差値で志望校を決めると思います。自分が行き

たいと思っている高校に成績が届いていなくても本気で行きたいと思うのなら、１問で

も多く問題を解いて下さい。私はたくさん問題を解いたことで最高の結果を残すことが

できました。受験生のみなさん、これから辛い受験勉強が始まります。辛いか辛くないか、

感じ方は人それぞれですが、辛いと思うようになる人は合格すると思います。 

 

保護者様の声 

 本人の学力向上だけでなく、精神面での向上もサポートしていただきました。模試の結

果等でネガティブになりやすい時期でしたが、おかげさまで充実した受験勉強ができて、

最高の結果も出せました。本当にありがとうございました。 

 

● 浦和第一女子高校 合格  Ｓ・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 

 北辰テストなど一人一人の解答に解説をつけて返して下さるので、それがとても助か

りました。数学と英語は補習もやっていただいたため、基礎をしっかりと固めることがで

き、学校選択問題にも対応することができました。当日は自己ベストの結果を出せたと思

うので良かったです。今まで教えて下さった先生、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 

 最後まで諦めない強い気持ちが大切だと思います。私は、成績が思うように上がらない

時期もありましたが、最後まで「絶対にこの学校に行きたい」という気持ちで必死に勉強

し、合格することができました。諦めない強い気持ちをもって頑張って下さい！ 

 

 

保護者様の声 

 中２から志望校を変えることなく最後までよく頑張ったと思います。得意な教科が学

校選択問題だったので、当日の点数をあげるために直前は理科・社会を中心に取り組んだ

ようです。先生方、テスト対策のプリントを作っていただいたり、補習をしていただいた

り、本当にありがとうございました。 



● 浦和第一女子高校 合格  Ｉ・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 

 クリエイトの先生方は優しくておもしろいので楽しく塾に通うことができました。私

は家にいると勉強できなかったので、自習室が利用出来たことが良かったです。また、小

テストが細かくあったり、苦手な単元を集めたプリントをつくって下さったりしたこと

も助かりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験勉強は大変でつらいことも多いと思いますが、テストの順位が上がったり、模擬試

験の点数が上がったり、解けなかった問題が解けるようになったりと嬉しいこともたく

さんあります。また、合格できたときの嬉しさは特別です。最後まであきらめずに頑張っ

て下さい！！ 

 

保護者様の声 

 希望の高校に合格でき、大変嬉しく思っています。塾での授業のほか、自宅での勉強の

やり方、志望校の選択などその都度相談にのっていただき、先生方には大変お世話になり

ました。ありがとうございます。受験を通しての体験も今後に活かして頑張ってほしいで

す。 

● 大宮高校 合格  Ｔ・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 

 クリエイトの授業は基礎から応用、さらには普段から役に立つことまで教えてくれる

ので、とても良い経験ができました。何をすべきか分からなくなったときも、クリエイト

が先導してくれたので成績を合理的に上げることができたと思います。親身に教えて下

さり、とても心強かったです。約５年間、色々なことを学ばせて頂きました。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 

 今は実感が湧かないかもしれませんが、誰にでも入試の日はやってきます。そして、す

ごく緊張するでしょう。しかし、その緊張に打ち勝って合格を勝ちとれるのは今までの

「経験」の中にあると思います。たくさん勉強して、たくさん質問することがその経験を

作ります。自分を信じて頑張って下さい！あと、入試は楽しいです。 

 

保護者様の声 

 小５の夏から５年間お世話になりました。私がフルタイムで仕事をしているため、あま

り勉強をみることができませんでしたが、クリエイトさんの丁寧で的確なご指導のおか

げで、中学３年間、大きな波もなく、安定した成績を維持することができました。塾を休

みたいと思ったことは一度もなく、楽しく通塾させていただきました。おかげさまで第一

志望校に合格することができ、大変感謝しております。 



● 川越高校 合格  Ｓ・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 

 クリエイトには良い先生がたくさんいました。どの先生もしっかり質問に答えてくれ

て、受験勉強の中で大いに役立ったと思います。過去問やテスト形式の問題も用意してく

れて、実際の試験の傾向が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 

 分からないところは先生に聞いたりして苦手な分野をそのままにしないようにした方

が良いです。入試本番は平常心で、いつも通りを心がけて下さい。受験は団体戦だと言う

人が多いけれど、僕は受験は個人戦だと思っています。どれだけ自分の勉強に集中して誘

惑に勝てるかだと思うので、後輩の皆さんも頑張ってほしいです。 

 

保護者様の声 

 姉に引き続き、弟もお世話になり、ありがとうございました。苦手な科目である数学に

関して質問にいくと根気よく教えていただいたようです。分からない点や不安なことも

面談や電話ですぐに対応していただき、感謝しています。 

● 川越女子高校 合格  Ｙ・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 

 クリエイトでなければこれほど一生懸命受験勉強をすることはできなかったと思いま

す。周りはライバルたちに囲まれ、「負けたくない！」という気持ちが湧き、勉強に励む

ことができました。受験が終わって約３週間が経ちましたが毎日遊びまくっています

（笑）。でもこの楽しさは一生懸命頑張った人にしか味わえないものです。だから皆さん

もこの開放感をぜひ味わって下さい。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 内申点が大切です。特に新１年生の皆さんに伝えたいです。私は、試験勉強は５教科中

心で副教科はほとんどしていなかったため、中１・中２の内申点があまり高くありません

でした。それにより高校入試で本当に苦労しました。「受験」は中学生になった瞬間から

始まっていると思います。部活に打ち込みたくても内申点だけは取って下さい。音楽や美

術が上手じゃなくても先生に質問したり、一生懸命に取り組めば内申点は上がると思い

ます。後悔のないように、１年生から頑張って下さい。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。無事、志望校に合格できたことを感謝しておりま

す。本人の努力もあるでしょうが、何より先生方の指導のおかげだと思っています。何度

も面談をしていただき、時には娘も交えて三者面談もしていただき、とても助かりました。

ありがとうございました。 



● 川越女子高校 合格  Ｈ・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 

 授業は丁寧に楽しく進めてくれるので、分かりやすかったです。私は中３の夏休みも部

活が続いていて夏期講習の本科に行けなかったのですが、そのような人たちのために夜

に授業を行ってくれたりして本当に助かりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 はじめてのことばかりで緊張したり不安になったりすると思いますが、頑張って下さ

い。授業もちゃんと聞きましょう。授業中に眠くなって集中できなくなるくらいなら家で

ちゃんと寝た方がいいです。 

 

保護者様の声 

 初めての受験で親子ともに不安でしたが、先生の経験豊富なアドバイスのおかげで迷

うことなく志望校を決め、受験を迎えました。ありがとうございました。妹もいるので、

ぜひお願いしたいと思っています。 

 

● 川越女子高校 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 

 先生方はとても面倒見がよく、何もわからない私に高校選びから教えてくださいまし

た。定期テストが全然できなくて先生に泣きながら相談にいったこともありましたし、最

後の最後で第一志望を変えたりして、たくさんお世話になりました。本当にクリエイトの

先生の支えがあったからです。今まで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 

 問題を解いていて分からないときは先生にどんどん質問するといいと思います。私も

たくさん先生方に聞きました。英語はとにかく単語と熟語を覚えるべき。長文を読むとき

にも役に立ちます。数学は色々な問題をたくさん解く。解いた問題はきちんと解説まで読

んで、間違えたものはもう１回解くことが大切だと思います。私は英語が苦手だったので

毎日長文を１つ解いたり、１度解いた問題ももう一度解きなおしたりしました。勉強する

のは大変だし面倒だけれど、努力した分結果になると思います。 

 

 

保護者様の声 

 埼玉県外出身の私達に私立の確約や公立の情報など、たくさんアドバイスして下さり、

助かりました。また、定期テスト後に子供の相談にのって下さったり、数学や英語ではず

っと補習をしていただきました。先生のおかげで合格できたと思っています。ありがとう

ございました。 



● 川越女子高校 合格  Ａ・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 

 中３の夏休みから入塾したので不安も大きかったけれど、授業が楽しくてすぐに慣れ

ることができ、クリエイトに入って良かったなと思いました。また、授業がとても分かり

やすく、勉強することが楽しかったです！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 

 毎日続けて勉強することが大切だと思います。分からないところを分からないままに

しないで、理解できると勉強が楽しくなると思います。悩むこともたくさんあると思いま

すが、自分の気持ちを信じて頑張って下さい！ 

 

保護者様の声 

 子供の気持ちに寄り添い、指導していただいたおかげで、本番に向けて自信をつけるこ

とができたと思います。面談だけでなく、電話でも親身に対応していただき、親子で不安

を乗り越えられました。本当にありがとうございました。 

 

 

● 春日部高校 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 

 高校受験は本当に大変でした。勉強はもちろんのこと、自分の進路についても本当に悩

みました。自分は公立志望と決まっていましたが、私立単願という選択肢もあることを考

えると、進路決定はとても大変なものだと思いました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私立高校に関していえば、単願や併願を問わず 9 月～12 月の北辰テストが重要になる

ので、公立を受ける人も 2 月末が本番ではなく、9 月～12 月の北辰テストから入試本番

のつもりで臨むべきです。高校もこれでもかというくらい見ておきましょう。勉強に関し

ては量や時間ではなく中身にも注目してやるべきです。 

 

 

 

保護者様の声 

 大変お世話になりました。成績が伸び悩んで苦しんでいたとき、進路で悩んだとき、と

ても親身に相談にのって頂きました。集団塾ですが、個別にもしっかり対応して頂き、感

謝しております。ありがとうございました。 

 



● 春日部高校 合格   Ｈ・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 

 学校の内容に合わせて授業を行ってくれるので、学校と塾での内容リンクが非常にや

りやすかったです。毎回の授業で確認テストを行い、できるようになるまで再テストをす

るため、ある程度の点数は確実にとれるようになりました。受験は大変ですが、友達と一

緒だと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 

 勉強はあまり楽しいものではないし、苦しいものですが、それを頑張って乗り越えれば

大きな達成感を味わえます。ぜひ、頑張ってほしいと思います。 

 

 

保護者様の声 

 ３年間お世話になり、ありがとうございました。結果が思うように出ないときも息子が

第一志望を変えずに頑張れたのは、クリエイトの先生方が受験時期を見据えてじっくり

と指導してくださったからだと思います。おかげさまで第一志望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。 

 

 

 

● 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 

 親しみやすい先生たちが、覚えるコツや重要なところをしっかりと教えてくれました。

また、授業のあとの質問にも丁寧に答えてくれたり、自習にも来やすかったです。長い間、

クリエイトに通っていて良かったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 分からないところはどんどん質問した方がいいです。苦手な教科でも先生たちに聞い

たり、教えてもらったりすれば良くなっていくと思います。 

 

 

 

 

 

 

 



● 不動岡高校 合格  Ｈ・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 

 先生方が冗談を交えながら工夫して授業をして下さったため、学校に行くよりも塾の

授業を受けていたいと思うくらい有意義な時間を過ごせました。定期試験の度に各科目

に出来栄えにムラがあり悩みましたが、だんだんと全体的に良くなっていきました。自分

の苦手なところを１つ１つつぶしていくのが一番良いのだと思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 僕は緊張するとおなかが痛くなってしまうタイプです。同じタイプの人は、試験が始ま

る前に周りを見渡し、「みんな緊張してるな～」と心の中で笑ってやりましょう。少しず

つ落ち着いていくはずです。それでも駄目ならば手をひざの上において目をつむって３

回くらい深呼吸してみて下さい。また、字はきれいに丁寧に書きましょう。 

 

保護者様の声 

 第一子のため、親子ともに右も左も分からない状態で入塾しました。息子は塾生にも先

生にも恵まれ、とても充実した日々を過ごせました。保護者にも面談がまめにあったので

勉強面ではもちろんのこと、生活面でも適切な助言をしていただき助かりましたし、心強

くもありました。そして今回、無事に合格できたのは親身になって指導して下さったおか

げです。色々とお世話になり、本当にありがとうございました。 

● 不動岡高校 合格  Ａ・Ｗ 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 

 私はなかなか志望校が決まりませんでしたが、何度も先生に相談して何とか行きたい

高校を見つけることができ、目標を見つけられたことで勉強を頑張ることができました。

勉強内容が難しかったりして、心が折れそうになったこともありましたが、仲間の励まし

や先生たちに分かりやすく解説していただいたおかげで、だんだんと問題が解けるよう

になり、合格できました、本当に嬉しかったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 様々な課題を計画立てて進めないと「終わっていない課題がこんなに…（泣）」という

大変な状況に陥ります（笑）。また、試験は朝からなので、睡眠はきちんととり、朝型に

変えていった方が良いと思います。受験は体力的にも精神的にも辛いですが、合格したと

きの嬉しさと達成感は最高の宝物となります。自分を信じて頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 中２の２学期からお世話になりました。娘はいつもマイペースで、いつになったら受験

へ向けてのエンジンがかかるのか心配でした。そんな娘でしたが、クリエイトの先生方に

支えていただき、何とかゴールまで走りきることができました。志望校を決めるときにも、

大内先生に背中を押してもらえたことを感謝しております。ありがとうございました。 



● 浦和西高校 合格  Ｓ・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 

 先生の教え方が分かりやすく、定期試験や入試本番に役に立つことをたくさん教えて

いただきました。おかげで入試当日に緊張することなく取り組むことができたので、本当

に良かったです。合格発表を待っている間も、入試当日はスラスラ解くことができたため

不安はありませんでした。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 僕から言えることは「自信を持て」ということです。最後まで自分を信じて取り組めば、

それは誰にも負けない力となります。受験は孤独なもので、特に入試当日は自分一人だけ

になったような気持ちになりますが、周りに信じるものがないならば自分を信じるしか

ないと思います。自分を信じて書いた答えが合っていても間違っていても、それが自分の

実力です。しっかりと受け止めましょう。 

 

 

保護者様の声 

 子供が二人お世話になりました。二人とも「授業が分かりやすい」と言っており、二人

とも第一志望に合格することができました。上の子と下の子が７才離れていて、性別も性

格も違うのですが、どちらのときも面談でじっくり話を聞いていただいたり、授業だけで

なく的確なアドバイスもたくさんしていただきました。本当にありがとうございました。 

 

 

● 熊谷高校 合格  Ｓ・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 

 先生が面白くて優しくて良い先生でした。質問などにもしっかりと答えてくれて、分か

るまで教えてくれました。高校受験はとても大変でした。先生たちのおかげで乗り越えら

れました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 数学は頑張ってやり続ければ点数がとれるようになります。受験は団体戦だというけ

れど、結局は自分との闘いです。自分に勝ちましょう。 

 

保護者様の声 

 先生との距離が近く、とても楽しそうに塾に通っていました。時に厳しく、時に優しく

指導していただきました。合格することができ、とても感謝しております。ありがとうご

ざいました。 

 



● 熊谷女子高校 合格  Ｉ・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 

 授業が分かりやすく、自習室もたくさん使うことができ、集中して勉強できる空間があ

りました。また、英語と数学の補習授業があったため分からなかったことが分かるように

なり、難しい問題にも対応できるようになりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私は夏休みくらいから熊谷女子高校に行きたいと思い始めました。しかし、北辰テスト

で結果が出ず悩んでいましたが、やっぱりこの高校を受けたいという思いが大きくなり、

受けました。当日何が起きるか分かりません。自分が本当に行きたい学校を受けるべきだ

と思います。 

 

保護者様の声 

 無事に第一志望の高校に合格することができました。なかなか成績で伸び悩み、苦しか

った時期もありましたが、最後まで諦めずご指導いただき、ありがとうございました。 

 

 

● 熊谷女子高校 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 

 授業が楽しく、理解できるまで丁寧に教えていただきました。定期テストの対策もしっ

かりしていて良かったです。私は受験を通して毎日コツコツと勉強することの大切さを

知ることができました。続けることは大変なことですが、その努力は大きな力になるとい

うことを知ることができて良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分が行きたい高校をできるだけ早く決めて、目標をもって勉強することが大切だと

思います。長い時間ダラダラと勉強するよりも、何をどのくらいの時間勉強するのか決め、

集中して勉強することをおすすめします。自分の苦手な教科や単元は早めに取り組んで

下さい。合格発表のときに後悔がないように最後まであきらめずに努力を続けて下さい。 

 

 

保護者様の声 

 先生方の熱心なご指導のおかげで無事志望校に合格できました。また、勉強と部活の両

立にご配慮くださり、感謝の気持ちでいっぱいです。塾で習ったことを話したくて、「ね

え！これ知ってる？」と息を弾ませて帰宅したこともたくさんありました。また、人生の

先輩としての先生方のお話も娘の力になっていると思います。長い間本当にありがとう

ございました。陰ながら応援しています！（ホームページの大内先生のブログ、楽しく読

ませていただきました。） 



● 熊谷女子高校 合格  Ｎ・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 

 学校のテスト前や北辰テストの前に対策授業をしてくださったり、入試の前には過去

問や入試と同じ形式の問題を使って授業をしてくださったので、たくさんの問題を解く

ことができました。入試を終え、まだ足りていない部分があることに改めて気がつき、勉

強の積み重ねは大切だと思いました。高校受験は大変でした。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 勉強は積み重ねが大切だと思うので、本番で後悔しないように早いうちからコツコツ

やって下さい。苦手な分野は多く問題を解いたり、もう一度教科書を見たりして理解でき

るように頑張って下さい。私も苦手な分野はたくさんありましたが、少しずつ理解できる

ようになりました。第一志望の高校に合格できるように頑張って下さい！ 

 

保護者様の声 

 中３の春期講習からお世話になりました。中１・中２は他塾に通わせていたのですが、

こちらに変えて正解でした。周りの優秀なお友達に刺激されて、本人のやる気も出たよう

ですし、先生方の熱心なご指導もあり、おかげさまで志望校に合格することができました。

保護者面談も何度となく行って下さり、初めての受験に対する不安も和らぎ、大変助かり

ました。本当にありがとうございました。 

 

● 川口北高校 合格  Ｉ・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 

 分からない点や強化したい点を先生に気軽に聞くことができることが、自分の受験勉

強でとても役に立ちました。また受験前はテスト形式で模擬問題をやっていただき、受験

への気持ちを自分的につくりやすかったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 内申点がとても重要だと思います。内申点が高ければ高いほど、合格というゴール、進

みだすスタート地点が違います。要するに周りの人より合格しやすくなります。受験勉強

を何をすればよいか分からないときは定期試験の勉強をして、内申点を取った方が良い

と思います。自分は受験期、自分の心に「善は善をよび、悪は悪をよぶ」という考え方に

はまっていました。なるべく良いことをしましょう！ 

 

 

保護者様の声 

 高校選びは全て塾の先生と親の面談で相談させて頂きました。とても参考になり、感謝

しています。ありがとうございました。 



● 浦和南高校 合格  Ｋ・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 

 クリエイトでは周りのみんなも一緒に勉強していたので、すごく勇気が出ました。受験

の前日などでもお互いに励まし合ったりして、自分は一人じゃないんだと思うことがで

きました。受験の当日は今までに体験したことがないくらい緊張しました。50 分があっ

という間でした。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 問題文をよく読んで下さい。読み間違い１つで合否に関わります。それくらい大切なこ

とです。問われていることに線をひいて確認してから問題にとりかかることをおすすめ

します。私は問題文をよく読み間違えて、大内先生に叱られましたが、先生の言ってくれ

た言葉ひとつひとつが力になりました。志望校をあっさり決めてしまうのではなく、自分

に合っているかどうかもよく考えて下さい。受験前には暗記のチェックを重視しましょ

う。受験はとてもいい経験でした。頑張って下さい！ 

 

 

保護者様の声 

 息子に引き続き娘まで、６年間大変お世話になりました。兄妹ともに志望校に合格でき

感謝しております。なかなか志望校が決まらないなか、適切なアドバイスを頂き、納得が

いく高校選びと、それに向けての受験ができました。本当にありがとうございました。 

 

 

● 浦和南高校 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 

 クリエイトは色々な講座ごとにテキストがあるので、やるものがなくなることがなく、

復習もたくさんできるので良かったです。先生との距離が近く、分からないところも聞き

やすかったです。受験勉強は辛かったけれど、一緒に頑張る仲間や友達のおかげで頑張れ

ました。頑張れば頑張るほど合格したときの喜びが大きいと思います。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 今から勉強した方がいいと思います。理科や社会は特に暗記科目なので、今までやった

ところだけでも復習しておくだけで、受験にむけて役立つと思います。受験は正直キツか

ったけれど、頑張った分だけ誰でも成績を上げることができるので、志望校に合格できる

よう頑張って下さい。 

 

 

 



● 浦和南高校 合格  Ｔ・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 

 ３年間を通して良かったと思うのは、定期テストの対策です。テスト前に１対１の面談

をして下さり、自らの目標を明確にしたり、学習状況を確認することができました。また

質問をしたら的確なアドバイスをくれたりと自分の苦手を克服することができました。

受験を乗り越えられたのもクリエイトのおかげだと思います。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 

 先生方から解き方などを教えてもらうことがあると思います。そのときは先生の言う

とおりに素直に覚えてみて下さい。その方がより早く身につけることができると思いま

す。また、分からないところがあったら先生に聞くのが一番です。たくさん聞いて、たく

さん教わることをくり返すことで学力もついてくると思います。最後まで悔いのような

いよう頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

 先生方には大変お世話になりました。苦手だった科目も分かりやすく、丁寧な授業のお

かげで克服することができ感謝しております。また先生方から励ましのお言葉を頂き、本

人も頑張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  Ｋ・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 

 クリエイトには中２の冬期講習から入りました。中３の定期試験で順位が一気に上が

ったり、北辰テストなどでうまくいかなかったところを丁寧に教えていただけたことが

良かったです。受験では励ましの言葉をいただいて、とても心の支えとなりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 部活が忙しくて夏から勉強できなくても、引退してからでも必死に努力すれば最後は

追いつけます。過去問などをたくさん解いて、多くの問題に慣れることが大切です。あき

らめなければ最後の最後まで成長できると思います。頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

 中１・中２の間は自己流で勉強していたためか、苦手箇所がありましたが、とても丁寧

に教えていただき、勉強が楽しくなったようです。受験直前まで細かく指導していただき、

また励ましていただき本当にありがとうございました。 



● 伊奈学園総合高校 合格  Ｋ・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 

 思ったように成績が上がらず、伸び悩んでいた私でしたが、塾のクラスが変わったこと

をきっかけに「私にだってできる！」と思って取り組んだら、一気に成績が上がりまし

た！そして志望校に合格できました！クリエイト本郷教室の先生方も友達もみんな、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 

 受験を通して私が学んだことは、「自信を持って自分を信じて、できるって思えばでき

る！」ということです。試験で解けない問題があったら「きっと他のみんなもできてない

よ！」と思って潔くとばしましょう。特に受験は同じくらいの学力の人が集まっているわ

けですから、自分だけが全然ダメとかありませんから（笑）。大丈夫です。自分を信じて

頑張って下さい！ 

 

 

保護者様の声 

 今までお世話になりました。なかなか成績が上がらずに伸び悩んでいた時期もありま

したが、こうして無事に合格することができました。先生方のおかげです。本当にありが

とうございました。 

 

 

● 伊奈学園総合高校 合格  Ｙ・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 

 夏休みや冬休み、試験などに多く対策授業をしていただいたおかげで、各教科の要点や

重要事項をきちんとおさえられることができました。どの教科も分かりやすいうえ、おも

しろい授業をして下さるので、塾に行くのが楽しかったです。受験前にも講習をたくさん

行って下さり、正月にも特訓があったため、時間を有効に使うことができました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 最終的にやるか、やらないかで勝負はきまると思います。たとえ思うような結果になら

なかったとしても、何かしらの形として今後いきていくことと思います。頑張って下さい。

応援しています。 

 

 

 

 



● 伊奈学園総合高校 合格  Ｙ・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 

 暗記ものや覚えにくいものは先生方が覚えやすいように様々な工夫をしてくれたので

助かりました。入試当日は全く緊張しなくて逆に不安でしたが、リラックスして臨むこと

ができたので良かったです。自信をもつことが大切だと思いました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私は数学が本当に苦手でしたが、クリエイトに入って「意外と数学って楽しいかも」と

思えるようになり、そう思って勉強したら定期試験で良い点数がとれるようになりまし

た。「できないと思うからできない」という言葉はたぶん本当だと思います。たくさん勉

強して自信をもって頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 中２からお世話になりました。良い先生と塾の仲間に恵まれ、苦手だった数学も徐々に

成績が上がり、自信をもって受験に臨めたようです。親子共々、先生方にはとても感謝し

ております。本当にありがとうございました。 

 

 

● 日大豊山高校 合格  Ｗ・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 

 クリエイトはとても雰囲気が良く、楽しく授業を受けることができました。先生たちも

おもしろくて、それでいて分かりやすい授業をしてくださったので、勉強をあまり嫌にな

ることもなく最後まで続けることができました。  

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 中３になってから勉強を始めると、周りよりもできないことが多いので大変です。中

１・中２のうちから受験に向けて勉強して下さい！定期テストは内申に大きく関わりま

すし、内申で高校を決めることもできるので頑張って取り組んで下さい。 

 

保護者様の声 

 中学３年間、大変お世話になりました。授業の分かりやすさ、保護者との面談が豊富で

熱心な点はもちろんですが、何よりも先生方の優しさや塾の雰囲気の良さのおかげで、子

どもが塾に行って勉強するのが楽しいと感じてくれたことがとても良かったです。 

 

 

 



● 東京家政大附属女子高校 合格  Ｍ・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 

 勉強のことだけでなく、その他様々な悩みを先生に聞いてもらいました。そのおかげで

気持ちが軽くなりました。私にとって一番楽しく勉強することができる場所でした。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分は勉強がすごく嫌いで、言われないとやらない人だったので、先生から与えられた

課題だけはとにかくがんばって取り組みました。その結果、成績をあげることができたの

で、先生のアドバイスをしっかり聞いて、課題をちゃんとやった方がいいと思います。 

 

 

保護者様の声 

 小学生のときからお世話になりました。他の塾もたくさんある中、「クリエイトがい

い！」と言って最後まで通わせていただきました・学習面での丁寧なご指導はもちろんで

すが、個々の生徒の性格に合わせて励ましてくださいました。おかげで居心地がよく、前

向きに勉強できました。ありがとうございました。 

 

● 上尾高校 合格  Ｋ・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 

 僕は理科の生物分野が特に苦手でした。しかし、中３の夏に塾で復習をやっていただい

たことで苦手だったところが少しずつ理解できるようになりました。人生で初めての受

験はとても緊張しましたが、塾で取り組んだ問題に似ているものもたくさん出たので、頑

張ったことが活かせて良かったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験当日はとても緊張しますが、自分一人が緊張しているわけではないので、自信をも

って受験に臨みましょう。また、発表のときも緊張します。どんな結果でも、自分は最大

限の努力をしたと思えるように勉強することが大切です。 

 

 

保護者様の声 

 小学生の頃から大変お世話になりました。保護者面談では毎回、家でのようすを丁寧に

聞いて下さり、その都度本人へのアプローチを検討していただきありがとうございまし

た。夏休み前までは受験校を本人が決められるようには全く思えませんでしたが、夏期講

習等を通して、目標を自ら定められたことは、その後の力になったと思います。 

 



● 常盤高校 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 

 クリエイトの先生方の授業は分かりやすくておもしろいので、楽しく通うことができ

ました。また、定期テストや北辰テスト、高校入試などの予想問題は実際のものと似てい

る問題が多く、とても力になりました。志望校に合格でき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。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私は志望校が中２の頃から決まっていたので、それを目標にして受験勉強を進めるこ

とができました。目標があった方が良いと思うので、志望校は早めに決めておくことをお

すすめします。また、中３の夏休みが最も差がつくところなので、部活がある場合には勉

強時間を少しでも多くとれるように隙間時間を有効に使いましょう。 

 

 

保護者様の声 

 中２の秋よりお世話になりました。先生方の丁寧なご指導と励ましのおかげで第一志

望校に合格することができました。中学校のスケジュールに合ったカリキュラムで、特に

部活との両立ができたのは助かりました。娘のマイペースな性格にあわせたアドバイス

やサポートをしてくださり、大変心強かったです。 

 

● 埼玉栄高校 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 

 先生方がとてもやさしくて話しかけやすい上、分からなかった問題も丁寧に解説して

いただけました。先生独自の覚え方なども教えていただき、とても楽しい授業でした。あ

まり得意ではなかった数学が、一番得意な科目になりました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験当日はインフルエンザにかかってしまいました。それでも合格できたので、良かっ

たんですけどね（笑）みなさんも体調管理には気をつけて下さい。受験は本当に何が起こ

るか分かりません。最後まで諦めずに取り組んで下さい！！！ 

 

 

保護者様の声 

 クリエイト進学ゼミに入って、中学校では教えてくれない勉強のポイントを教えてい

ただいたり、塾を通して仲間もできました。進路についてもスタッフの先生方が親身にな

って考えていただき、とても心強く頼りになる存在でした。ありがとうございました。 



● 久喜高校 合格  Ｓ・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 

 授業が楽しく、先生たちに質問しやすい点が良かったです。定期テストや受験について

は対策プリントをたくさん作っていただきました。良い塾、良い先生にめぐりあえて本当

によかったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験はとても大変なことだと思います。北辰テストや定期テストなどの点数が悪い結

果だとしても、自分が解けなかった問題を自分一人で解決せずに、先生たちに分かるまで

教えてもらって下さい。私は受験当日、今までできていた教科が思ったようにできず、逆

に今までできなかった教科が一番良い点数がとれました。入試当日できなかった教科が

あっても、がっかりせずに最後の科目まであきらめずにやり遂げて下さい！頑張ってく

ださい。応援しています！ 

 

保護者様の声 

 一人一人にあった指導をして頂き、保護者との面談も定期的にして頂けるので、安心し

て通わせることができました。本当に良かったです。ありがとうございました。お世話に

なりました。 

 

● 浦和東高校 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 

 自力で解けなかった問題は、その場で丁寧に教えていただきました。塾の授業で習った

ことは、学校でも出てくるため少しずつ頭に入ってきました。僕は最初、高校受験に対し

てやる気が出ませんでしたが、それでも先生方は北辰テストの間違えたところの解説を

熱心にしてくださり、だんだん苦手なところも覚えられるようになっていきました。また、

先生の一つ一つのメッセージがとても心に響き、気持ちをいれかえることができました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自習室や図書館などをとにかく利用しましょう。勉強もあきらめずに、ペンがぶっこわ

れるまで書き続けて下さい！ 

 

保護者様の声 

 ３年間お世話になりました。先生方のおかげで徐々に勉強に対する意識も変わり、最後

に志望校をワンランク下げての受験でしたが、合格したときは本当に喜んでいました。本

人のやる気がとても大事で、保護者面談での先生のお話で塾のようすを知り、今後の対策

を相談させていただいたことは、とても良かったと思います。受験前の歌のプレゼントや

手紙もとても励まされました。ありがとうございました。 


