
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 
 

 

※ 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。 

 

2020年 

    卒業生の声 



 

 

はじめに 

 

 例年、高校入試後に有志で卒業生アンケートを募り、４月頃からこのような冊子にまと

めて配付しているのですが、今年は新型コロナウイルス感染拡大による長期休講の影響に

加え、卒業生アンケートの回収も滞ってしまったことで発行が遅くなってしまいました。

大変申し訳ございませんでした。時期がずれてしまいましたが、素晴らしいメッセージに

溢れている冊子になったと思います。熟読して頂ければ幸いです。アンケートにご協力い

ただいた保護者の皆様もお忙しい中、本当にありがとうございました。そして、卒業生全

員の今後の更なる活躍を、職員一同心から願っております。 

 

 クリエイト進学ゼミ 

 

 

 

● 県立浦和高校 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 

 いつでも自習室が使えるところや、先生にいつでも質問できるところが良かったです。

定期試験を考慮したペースで授業が実施されるので、内申点もしっかり取っていくこと

ができました。同じ中学校の人が多いので様々な点で便利な上、他県の入試問題もたくさ

ん用意して頂けたことも助かりました。本郷教室の人たちと合同の授業があったときは

ライバルと競っている気になることができて新鮮でした。高校受験は、基礎が固まったら

過去問をたくさんやった人の勝ちだなと思いました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 部活動は最後までやりきろう！ライバルを見つけて競い合うことも大事です。定期試

験は満点をとるつもりで勉強しましょう！また、勉強するときは環境を整えるべきです。

学力は１月末の北辰テストまでにほぼ完成させるよう頑張りましょう。塾では様々なテ

キストが配られますが、全て終わらせましょう！正月休みだけは遊んでいいです（笑）。 

怪我にも気をつけましょう！ 

 

 

保護者様の声 

 合格を確認したときは本当に嬉しかったです。部活の県大会を終えてからの７月スタ

ートの受験勉強でしたが、よく頑張ったと思います。家では勉強している様子がほとんど

見られなくて心配でしたが、受験が終わり、やり終えたテキストやプリントの量に驚きま

した。同じ中学の友達と楽しく程良い緊張感で効率よく成績をあげることができるクリ

エイトの良いところが息子にはあっていたようです。支えて下さった先生方、お友達の

方々、本当にありがとうございました。 

 



● 県立浦和高校 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 

 先生方が楽しくて分かりやすい授業をしてくださり、塾に行くのが毎日本当に楽しみ

でした。どんなときでも明確なアドバイスを頂けたことも、モチベーションの維持につな

がりました。色々な入試問題を解いて本番をイメージできたので、入試当日も自分のイメ

ージ通りに平常心で臨めました。数学の時間に鼻血が止まらなかったことを除いて（笑）。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自習室をたくさん利用しましょう。周りの頑張っている人に刺激されてやる気が出ま

す。そして勉強を楽しんで下さい。楽しめたら、もうこっちのもんです。結果はあとから

必ずついてきます。クリエイトに通えば勉強を楽しむことができるようになります！先

生方が教えてくれるテクニックやコツはおもしろいくらい使えました。問題文をよく読

むことを忘れずに勉強を頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 中２の春から通いましたが、中１のつまずきをしっかりフォローして頂けました。息子

の特徴を捉えて、やる気を出す工夫や言葉がけをして下さり、勉強する楽しさ・できた喜

び・達成感を味わえたことで、目標に向かって取り組むことができました。素晴らしい先

生方に加え、良き仲間にも恵まれ、まるで遊びに行くかのように楽しく塾に通えました。

入試直前、大内先生からの歌のプレゼントや励ましの手紙には親子共々に力強いパワー

を頂きました。想像をはるかに超える成長と成果に感謝でいっぱいです。 

● 県立浦和高校 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 

 受験のテクニックや受験の際の心の持ち方をたくさん教えてもらい、受験に対してリ

ラックスして取り組むことができました。入試直前には実際の試験時間と傾向に合わせ

た模擬演習が何回もあったので、本番ではあまり緊張しませんでした。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 思っているより時間が進むのは速いです。あとでやろうと思っているうちにすぐに期

限がきてしまいます。一年間勉強に集中するのは難しいと思うかもしれませんが、一生の

中で見ればおよそ 100 分の 1 です。できることは可能な限り早く始めて、終わらせてお

くことが余裕につながります。 

 

保護者様の声 

 息子が第一志望の高校に合格できたのも、クリエイトの先生方との出会い、教えがあっ

たからだと思います。家での反抗期や生活態度の悩みも、大内先生との個人面談で聞いて

もらい、私ではケンカになるところを先生が上手く軌道修正してくれました。息子の性格

を理解していてくれた先生方、本当にありがとうございました。そして塾だけはきちんと

通い勉強していた息子に…「本当にクリエイトに通って良かったネ。」 また一緒に受験

勉強を頑張ったクリエイトの仲間との出会いにも感謝です。ありがとうございました。 



● 県立浦和高校 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 

 定期試験前には中学校ごとの対策授業、北辰テストや入試直前にはそれに応じた対策

問題や予想問題を解いたりと、試験ごとの対策が充実していたことが自分にとって力強

い味方となっていました。授業以外でも幅広い難易度のプリントを用意してくださり、自

分に合った問題で練習することができました。生徒全員がレベルアップできる環境が整

っていることが、この塾の良い点だと思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 中学校の授業をしっかりと受け、提出物等も期日までに出した上で試験に臨みましょ

う。受験では内申点が入学の可否を決める要因の１つなので、内申点が低いとあとで苦労

します。クリエイトの先生方は私達が第一志望に合格できるよう全力で指導して下さい

ます。塾の先生の言うことを聞き、宿題や授業もしっかり取り組みましょう。 

 

 

保護者様の声 

 小６からお世話になり、当初から学力面だけでなく性格や行動面での課題を細かく把

握して改善に努めて頂きました。定期的な面談で家庭とも共有していただいたことも大

きな成長につながったと思います。おかげさまで難しいと思われた第一志望校に合格す

ることができました。本当にありがとうございました。 

 

 

● 県立浦和高校 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 

 クリエイト進学ゼミの授業はとても分かりやすかったです。疑問に思ったことも質問

すれば丁寧に答えて頂けたので、とても良かったです。自分の苦手な単元のプリントもリ

クエストすれば用意して頂けたので、苦手な分野をなくしていくことができました。おか

げさまで受験当日も緊張することなく無事に終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 

 １回は失敗することが大事だと思います。僕は１回北辰テストで志望校判定が悪くな

ってしまったことがあり、そこから勉強のスイッチが入りました。今考えてみると、あの

ときの悔しさがあったからこそ受験当日まで気を抜かずに勉強できたと思います。失敗

しても、その日からまた頑張りましょう！ 

 

 

保護者様の声 

 無事、第一志望に合格できて良かったです。スイッチが入ってからは特に頑張っていた

と思います。先生方、本当にありがとうございました。 

 



● 県立浦和高校 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 

 問題の正解・不正解だけでなく、なぜその答えにたどり着けるのかを熱心に教えて下さ

ったので、授業がとても分かりやすかったです。受験勉強はつらい部分もたくさんありま

したが、「どうしてもこの高校に行きたい！」という気持ちと、周りの友達の影響もあっ

て最後まで走り抜けることができました。あきらめずに勉強してきて良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 基礎から復習するにしても応用問題をたくさん解くにしても、勉強しない日を１日た

りとも作ってはいけません。そのためにも多くの我慢が必要です。我慢した分だけ合格の

喜びは大きかったです。終わってみると本当にあっという間なので、つらくても頑張って

下さい。どうしてもつらいとき、僕は行きたい高校の制服を着ている自分や、部活で活躍

している自分を想像するようにしていました。やる気が出るのでお勧めです。 

 

保護者様の声 

 中３の６月までは部活しかやっていなかった息子が、受験に興味を持ち目標を見つけ

るまでにかなりの時間を要するのではないかということが、まず不安でした。兄もお世話

になったこともあり、クリエイトを体験させたところ、授業の雰囲気や先生方の指導の丁

寧さにすぐ本人が入塾を決めました。息子の思いを受け止めてくださり、最後まで笑いも

混ぜながら本人が自信を持てるように指導して下さったことに感謝しかありません。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・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 

 分かりやすい説明で授業を行って下さり、成績を上げることができました。自分の苦手

な教科や分野を知ることができ、そこを重点的に勉強することで第一志望の高校に合格

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 

 ちゃんと真面目に授業をうければ学力もどんどん向上していくと思います。後悔のな

いように頑張って下さい！ 

 

 

保護者様の声 

 普段の授業で定期テスト対策も含めてしっかりと行っていただけたので、部活と両立

しながら効率的に勉強が進められました。受験前は授業のない日も自習室を利用してい

ましたが、一緒に頑張る仲間がいることでモチベーション維持にもつながっていたと思

います。定期テスト後には毎回希望制の保護者面談を行って下さったので、些細なことも

気軽に相談できて安心しました。最終的に本人の希望する高校に合格することができ、と

ても感謝しています。ありがとうございました。 



● 浦和第一女子高校 合格  Ｋ・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 

 小テストがあったことで、自分が理解できていないところがよく分かりました。試験対

策では中学校ごとにそれぞれの試験範囲に合った対策をして下さいました。また、夏休み

や冬休みなどの長期休みを利用して、たくさんの問題を解き、色々な問題に対応できるよ

うになったことが合格につながったと思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 夏休みに中１・中２の復習をしっかりやった方がいいと思います。なかなか成績や学力

が上がらなくても受験当日まであきらめずに頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

 苦手な単元を克服するために個別に問題を出したり、少数派の中学校の定期テストの

も丁寧に対応したりと、きめ細かな指導をしてくださいました。最後まであきらめずに頑

張れたのも先生方の励ましのおかげだと思います。本当にありがとうございました。 

 

 

● 浦和第一女子高校 合格  Ｙ・Ｊ 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 

 お互いを高めあえる雰囲気や、先生方に親しみやすく質問や要望に応えてもらいやす

いところが良かったです。受験期は誰もが緊張して、勉強が嫌になりやすいと思いますが、

この塾にいたおかげで前向きに取り組めました。また、自習室や豊富な定期テスト対策、

生徒に合わせて作成して頂いたプリント類などがあるところも助かりました。クリエイ

ト進学ゼミに通塾して良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 苦手を克服することは重要ですが、得意科目も手を抜かずに勉強するべきです。私は国

語が得意科目で、入試の得点も国語が最も高く、合計点を上に引っ張り上げてくれました。

また、私は部活動が長く続き、通常より勉強時間を確保することが難しかったように思い

ますが、空いた時間をできるだけ勉強時間にあてることで成績維持に努めました。「やれ

ば努力に比例してできるようになる」など都合のいいことはそう簡単には起きませんが、

「やらなければできない」ことは確実だと思います。 

 

 

保護者様の声 

 部活ばかりで家で全く勉強しない娘に業を煮やし、背中を押して入塾させたのが、中２

の夏でした。入塾して見たら楽しく、周りの生徒さんとの競い合いも励みになったことで、

ここまで来られたように思います。部活動も中３の秋まで続き、本当に忙しい日々でした

が、塾の先生方の温かいサポートもあって、両方頑張り通せたように思います。入塾させ

て良かったです。本当にありがとうございました。 



● 市立浦和高校 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とても分かりやすかったです。自習室も長く使うことができたの

で集中して勉強することができました。受験は大変でしたが、友達と一緒だったので最後

まで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 

 中１の頃から内申を意識して勉強して下さい。学力テストや北辰テストなどで自信を

つけて受験に臨んだ方がいいと思います。 

 

保護者様の声 

 長男のときから６年間大変お世話になりました。無事、志望校に合格することができ、

とても嬉しく思っています。先生方の熱心なご指導のおかげで安定した成績を維持する

ことができ、落ち着いて受験に挑むことができました。そして、良きライバルであり、素

晴らしい仲間との出会いにも感謝します。ありがとうございました。 

 

 

 

● 市立浦和高校 合格  Ｍ・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 

 クリエイトの先生方は僕たちの合格を第一に考えて指導してくれました。本当にこの

塾に入って良かったです。受験を通して自分に自信がつきました。今はもう、絶対にでき

ないことなどありません。結果が出なくて苦しく、辛いこともあったけれど、最後は満足

のいく結果が出て、本当に良かったし嬉しかったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 どんなに第一志望校の成績に遠くても、あきらめずに努力を続けることが大事です。そ

うすることで合格する可能性が広がっていきます。失敗を恐れずに挑戦し、それにむかっ

て努力を続けて下さい。その先には最高の結果が待っています。 

 

保護者様の声 

 先生方、大変お世話になりました。中３の夏過ぎの入塾で心配もありましたが、間もな

く子供は塾が大好きになりました。あたたかく厳しくもあり、頼もしい先生方に出会え、

たくさん支えて頂きました。クリエイトに通えて本当に良かったと思います。短い期間で

はありましたが、濃密なたくさんのご指導とサポートをありがとうございました。 

 

 



● 川越高校 合格  Ｋ・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 

 授業がおもしろくて分かりやすいところが良かったです。要点をまとめたプリントな

ども見やすいもので助かりました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 頑張れ！ 

 

保護者様の声 

 クリエイトの授業は本当にためになるし、面白いと兄がよく申しておりました。弟の方

は中１の２学期頃から中学校の英語の授業が難しくなったのを機に、渋々ながら通って

もらいました。家ではゲームや You Tube ばかり観ていましたが、とりあえず塾に行って

いる間は勉強しているはずと思えば、こちらのストレスもかなり低減していたと思いま

す。途中、他の塾に通いたいと言いだすようになったり、下のクラスに替えてもらったり

と先生方にご心配をおかけしましたが、結局最後までお世話になりました。志望校を決め

る際にも、まだまだ未熟な中学生にとって、プロの客観的な大人の意見はきっと本人に響

いたことでしょう。お陰様で兄弟共、第一志望校に合格できました。本当に有り難うござ

いました。 

 

 

 

● 春日部高校 合格  Ｍ・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 

 自習室が常に開いていて勉強しやすかったです。小学生の頃から、おもしろくて分かり

やすい授業をしてくれたので、それが中学校の成績につながったと思います。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 夏休みに頑張ればどうにでもなると思います。自分は入試前日に風邪をひいてしまっ

たので、とにかく体調管理に気をつけて下さい！ 

 

 

保護者様の声 

  小学５年生の夏から５年間大変お世話になりました。先生方の楽しくて分かりやすい

授業のおかげで一度も塾に行きたくないと言うことなく、通うことができました。受験を見

据えた熱心なご指導を頂き、無事に第一志望校に合格できたこと、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  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 

 クリエイトでは毎回の授業で単元別の確認テストがあったので苦手なところをきちん

と補強することができました。また、先生方が快くプリントをくれたり、緩急をつけた授

業を行って頂いたことで、自分だとなかなかやる気が出なかった僕もやる気を出すこと

ができました。受験当日は自分のだらしなさが悪い結果に結びつかないか不安でしたが、

最終的に目標を達成で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 

 夏休みなどの長期休みを有効に活用しましょう。例えば夏休みが 30 日あったとして、

毎日 5 時間だらだらと過ごすと 150 時間も無駄に過ごすことになってしまいます。この

150 時間で偏差値は大きく変わります。皆さんには、まだまだ時間があります。自分が納

得できる結果を勝ちとれるといいですね。 

 

保護者様の声 

「勉強する習慣がついてくれれば…」と思い、小６から入塾しました。学校の宿題が嫌で、

メソメソしていたのが嘘のように活き活きと通うことができました。「休みたい」と言う

ことも一度もありませんでした。高校見学に行き、「この高校に行きたい！」と目標がで

きてからは迷うことなく打ち込むことができたようです。のんびりした性格だと思うの

ですが、先生方に激励の言葉を頂き、最後まで頑張ることができました。 

● 春日部高校 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 

 先生方が楽しく、おもしろく、分かりやすい授業をしてくれました。定期テストの前に

は予想問題をたくさん演習できたため、しっかり対策して臨めたことが良かったです。入

試直前の最後のクリエイトの授業で聞いた大内先生のギターはとても良くて、「絶対受か

ってやる！」という気持ちになりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自習室はとても集中できるため、たくさん利用した方がいいです。苦手な教科は勉強す

るのも嫌になってくると思います。僕がそうだったので（笑）。それでも一生懸命勉強を

して、苦手な科目の問題が解けると、とても気持ちいいです。得意な科目だけでなく、苦

手な科目こそ頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

  夏が過ぎ、入試までの半年間、とても長く感じました。特に私立の入試が終わってから

の 1 か月！親としてはただ見守ることしか出来ませんでしたが、先生方のご指導と本人

の努力の結果、無事志望校に合格することができました。頑張っているけれど、なかなか

得点に結びつかずに頭を悩ませた時期もありましたが、一番良かった点は本人の意思が

強く、最後まで志望校に向かって努力を続けたことだと思います。クリエイトで勉強させ

て頂いたこと、感謝しております。心からお礼申し上げます。 



● 不動岡高校 合格  Ｎ・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 

 授業中、問題が難しくて悩んでいるときに先生がそれを察して分かりやすく教えに来

てくれたことが何度もあり、とても良かったです。入試当日は全く緊張しませんでした。

合格発表の日は不思議な気持ちになりました。趣味と勉強の区別をつけられるようにな

りたいです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私はどんなに辛い目にあっても絶対に不動岡に行きたいと思って勉強しました。特に、

入試直前のラストスパートは本当に頑張りました。やる気次第で巻き返しは可能だと思

うので、後悔のないように最後まで頑張って下さい。 

 

保護者様の声 

  泰平中の生徒が多く、まわりの子を意識しながら日々取り組めたことはプラスになっ

たと思います。北辰テストではジェットコースターのように波がある結果でヒヤヒヤし

ましたが、受験前の数か月の追い込みで無事志望校に合格できました。本当に感謝してお

ります。ありがとうございました。 

 

 

● 熊谷高校 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 

 自習室がいつでも使える点が良かったです。過去問もたくさんあったので助かりまし

た。小テストがあることで自分の知識を確認できました。また、プレテストなどがあるの

で、講習で弱点を克服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 

 受験は色々と不安だと思います。でも終わってみるとそんなに緊張する必要はなかっ

たと思います。受験は個人戦なので周りの人は気にしないで下さい。毎日こつこつと積み

重ねていけば自ずと自分の力を信じることができると思います。頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

  二学年上の兄と同じく、それぞれの第一志望合格に導いて下さり、本当にありがとうご

ざいました。宝先生をはじめ、先生方、本当にお世話になりました。兄弟二人とも「クリ

エイトに通っていなかったら合格していなかった」と言っております。クリエイト、最高

です！！ 

 

 

 



● 熊谷高校 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 

 授業が分かりやすいところだと思います。間違いやすいところや暗記すべきところの

覚え方など、丁寧に教えてくれました。特に理科と社会は、どんな問題がどんな形で出る

かをいかに把握できているかだと先生がおっしゃっていました。まさにその通りだと思

います。様々なテキストが塾から配られたので自主学習にも役立ちました。受験勉強中は

気分が良くないことも多かったですが、入試が終わった瞬間、溜飲が下がりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 どの勉強の仕方がいいかは人それぞれ違うので詳しくは書きませんが、どんな問題で

も真剣に取り組むことが大切です。毎日、少しでもいいので必ず勉強すべきです。 

 

 

保護者様の声 

  クリエイトに入って成績が上がり、とても喜んでいました。私は「塾に入らなくてもい

いのでは…」と思っていましたが、本人がどうしても行きたいと言うので行かせてみたら、

先生方が素晴らしく、成績も上がり、結果良かったと思っています。大変お世話になりま

した。高校に入っても頑張ってもらいたいです。 

● 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 

 受験は決して楽しいものではなく、つらい日々の連続でした。けれど、クリエイトに通

って周りのみんなも自分と同じように悩んでいると思いながら勉強すると気持ちが少し

楽になりました。先生方の配慮のおかげで自習室を最大限に利用することができました。

集中して勉強するのに最適な場所だったと思います。毎日のように通ったことで合格と

いう結果に結びついたと思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 数学の計算問題は毎日勉強するべきです。１日１問でもいいから毎日やることが大事

です。がむしゃらにやれば少しずつ力がつくはずです。模試などで思うような結果が出せ

なくても、ひたすらに多くの問題を解いて下さい。粘り強く地道にやることは受験だけで

なく将来の自分にもつながります。へこたれず最後まで頑張って下さい！ 

 

保護者様の声 

 我が家にとって２回目の高校受験でした。やはり長く険しい道のりでした。先生方のお

かげで無事に第一志望に合格できました。クリエイトにいたおかげで本人のモチベーシ

ョンが上がり、頑張れたのだと思います。成績を上げるために、本人と親に対して的確な

アドバイスを頂けたことに感謝しています。娘の場合、自習室の活用、講習や補習への積

極的な参加、先生とのフラットな関係（？）が功を奏したのだと思います。大内先生との

保護者個人面談はとても貴重な時間でした。次は次男の番です。３回目の受験もよろしく

お願い致します。 



● 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 

 受験はとても大変でした。３年生になって受験生と呼ばれるようになっても、最初は

様々な誘惑にかられることが多々ありました。自分の苦手な教科や単元も避けては通れ

ないので、地道に苦手をつぶしていくことも大変でした。大変と思うことがたくさんあり

ましたが、試験当日は落ち着いて最後の教科の終わりのチャイムが鳴るまでペンを動か

せたので良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験は思っている以上に辛いです。私はあまり勉強をするのが好きではありませんで

した。好きなことならともかく、嫌いなことや苦手なことを続けることはとても大変なこ

とです。その過程で壁にぶつかることもあると思います。授業中、丸付けのときに、周り

からは丸をつける音が聞こえるのに、自分は黒板に書かれた解説を書きとめていて、悔し

さや悲しさで落ち込むこともありました。合格はその辛さと引き換えに得るものです。ぜ

ひ勝ちとって下さい！応援しています！ 

 

 

保護者様の声 

 大内先生をはじめ、先生方には３年間大変お世話になり、ありがとうございました。真

面目に勉強して取り組んでもなかなか成績に表れないこともありましたが、親子共に先

生方に支えて頂き、無事第一志望校に合格することができました。丁寧なご指導、感謝し

ております。 

 

 

● 熊谷女子高校 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 

 授業中は間違えても恥ずかしくないし、とても授業が受けやすい雰囲気です。また、学

校のテストだけでなく、１年生の頃から受験を意識したアドバイスをしてくれます。中３

では総復習をするので、中１・中２当時分からなかったところが分かるようになりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私はこの学校を受けるにあたって、とても自信があったわけでもないし、北辰テストな

どでもあまり良い判定をもらえていませんでした。でも、中３の最後のラストスパートで

必死に頑張り、合格することができました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 



● 明治学院高校 合格  Ｍ・Ｋ 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 

 テスト前の対策も中学校の試験範囲に合わせて重点的に教えてくれて分かりやすかっ

たです。夏は１・２年の内容から３年の内容まで、今までできていなかった単元もできて

良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 ３年になってから、１・２年のときに「ここの単元をもっとちゃんとやっておけばよか

った。」と思うことがあるので、しっかりやっておいた方が良いです。分からないところ

があったら授業中でも授業後でも先生に聞いて、ちゃんと理解すればその後につながる

と思います。 

 

 

● 東京家政大附属女子高校 合格  Ｉ・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 

 小学４年生の頃からクリエイトに通っていたので、違う中学校の友達ができました。話

したことがあまりない人とも仲良くなれました。おかげで試験対策授業や受験対策をし

ていても楽しく、とても勉強が好きになりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験勉強をはじめたときに、結構１年・２年の単元が分からないことが多かったので、

１年・２年の頃からちゃんと予習・復習をしておいたほうが良いと思います。大変なこと

もあると思いますが、頑張って下さい。 

 

 

● 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 

 通常の授業では、プリントなどを使って分かりやすく、楽しく教えて頂きました。試験

対策や入試対策では問題演習を中心に分からないところを徹底的になくすことができま

した。そのため入試当日も、緊張しながらも楽しく乗り切ることができました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 今は辛くても、高校生活はきっと楽しいから最後まで自分を信じて頑張って下さい！ 

 

 

保護者様の声 

  クリエイトでお世話になって１年、自宅での勉強時間は減ったように思いますが、集中

して授業を受けたことで偏差値や学年順位も確実に上がり、心配することなく安心して

受験できました。１年間どうもありがとうございました。 



● 伊奈学園総合高校 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 

 過去問を多く解いたり、苦手な分野の自主学習用プリントを作ってもらえたことが、と

ても良かったです。北辰テストなど様々な試験でできなかったところを次の試験に活か

せたことが第一志望合格につながりました。また、先生方や保護者の支えがあったからこ

そ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 

 私は理科と社会が苦手でしたが、中学で習うより先に塾の授業で教えてもらえたこと

で「あ、ここ塾でやったところだ」と思え、さらに理解が深められました。みなさんも授

業前に「今日はどんなことをやるのだろう？」と、少しだけでいいので予習してみて下さ

い。苦手な教科については先生方の授業を積極的に受けて下さい。不安もあると思います

が、支えて下さる先生方、保護者、一緒に頑張る仲間に相談したりして頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

 姉も大変お世話になり、一貫して安心感がありました。勉強に対しては、一人一人しっ

かり見て下さり、本人に「勉強しなくてはいけない」という気持ちを持たせて下さいまし

た。その気持ちを受験直前まで緩めることなく、ご指導いただきました。本人は受験校を

最後の最後まで悩みましたが、最後は自分の意思で一番行きたい高校に決め、無事合格で

きました。高校でも先を見据えてしっかりと頑張ってほしいです。長い長い１年間、けれ

ど終わってしまえばあっという間の１年間、本当にありがとうございました。 

 

● 大宮北高校 合格  Ｔ・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 

 分かりやすい授業で、入塾したのが中３の夏だった私でも、よく理解することができま

した。夏休みも冬休みも毎日のように塾の日々で忙しかったけれど、３年間の復習をする

ことでしっかり力がついて、受験に挑めたと思います。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 ３年生になって、まだ１年あると思っていても、気がついたらあっという間に目の前に

受験が迫っていると思います。１年前からしっかりと３年間の復習をすべきだと思いま

す。受験が終わると、楽しい高校生活が待っているので頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

 迷っているときのアドバイスはとても参考になりました。いつでも迅速に対応してい

ただき、本当にありがとうございました。 

 



● 上尾高校 合格  Ｏ・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 

 先生方が熱心におもしろく授業をしてくれたので、塾に行くのが楽しかったです。また、

塾に入るまでは苦手だった英語が、授業や補習等のおかげで得意になり、自信もついて、

入試でも良い点をとれて合格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 

 時間があるうちに各教科の復習をしておくことが大事だと思います。特に数学と英語

は基礎を固めておくことが重要な教科です。最後まであきらめずに頑張って下さい。 

 

 

保護者様の声 

 中学２年生後半からお世話になりました。自己流の家庭学習で成績が伸び悩んでいま

したが、クリエイトさんにお世話になり、成績が上がり本人も満足していたようです。イ

ンフルエンザによる欠席時の授業の遅れも補講等でフォローしていただき、本人はとて

も助かったと言っていました。志望校の急な変更にも対応していただき、先生方のおかげ

で合格できたと思っております。ありがとうございました。 

 

 

● 浦和北高校 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 

 周りには常に友達がいたので、「自分ももっと頑張らないと！」と思うことができまし

た。ギリギリまで受験する高校を迷っていましたが、先生が相談にのって下さったおかげ

で、自分の納得のいく理由でその高校に決めることができました。友達や先生がいつもい

てくれたことで頑張ることができた部分は大きかったと思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私の中ではこれまでの人生で一番長く机の前に座っていた 1 年だったのではないかと

思っています。私は「これに受かれば華の JK だ！」と思いながら頑張っていました（笑）。

受験後の楽しみを考えながら乗りきってみて下さい。 

 

保護者様の声 

 中 2 で習い事との曜日が合わなくなり、一度退塾して個別指導の塾へ通っていました

が、成績が以前のように上がらず、本人が「やっぱりクリエイトがいい！」と言ったので、

中 3 から戻らせて頂きました。特に「クリエイトの試験対策はすごくいい！」と、一度離

れたことで強く感じたようでした。進学先に悩み、「先生に相談してくる！」と出かけた

ときは信頼できる先生と出逢えて良かったなと感じました。大変お世話になりました。 

 

 



● 星野高校 合格  Ｓ・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 

 テスト対策や入試対策をしっかり行って下さり、ありがとうございました。私はこの塾

に入る前には好きな教科というものがなく、ただ勉強が苦手なだけでした。ですが、分か

らない問題があっても先生に聞きにいける環境があり、とても勉強に取り組みやすかっ

たことで、好きな教科を見つけることができました。高校でも苦手な科目があったら、好

きな科目にできるよう頑張ります！ 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私は「勉強頑張らないと！やるぞ！」という気持ちで勉強していても集中力がきれてし

まい、本やマンガを読んでしまってなかなか勉強が進まなく、何度も後悔しての繰り返し

でした。今、受験生となり勉強で苦しんでいると思いますが、後悔しないように頑張って

下さい。 

 

 

保護者様の声 

 分からない問題について質問しやすい環境を作って下さり、ありがとうございました。

本人も勉強しやすい環境の中、志望校に合格でき、喜んでいます。クリエイトで教わった

ことをプラスに、高校へ行っても勉学や部活動に励んでほしいと思います。 

 

● 星野高校 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 

 私は 2 年生になる少し前からクリエイトに通い始めたのですが、クリエイトの授業は

中学校の授業の先取りをして応用問題もやって下さるので、中学校の授業での発言回数

が多くなりました。その結果、通知表の数字が 5 くらい増え、受験のときにとても役立ち

ました。「合格」の文字を見たときはとても嬉しかったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 中 3 の 1 学期は部活と受験勉強で大変だと思いますが、部活を引退すると 2～3 時間く

らい時間ができます。その時間は自習室を利用すると良いと思います。先生が近くにいる

ので分からない箇所は質問に行けて便利です。私は一度帰宅してしまうと、まったりして

しまうので、中学校の帰りに友達と一緒に塾に直行していました。 

 

 

保護者様の声 

 先生方は子供の性格や特徴を親よりも把握され、指導して頂きました。親の受験に対す

る不安や疑問にも、いつでも相談にのっていただき大変助かりました。下の子たちも今後

クリエイトの先生方にお世話になりたいと思っています。ありがとうございました。 


