
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 
 

 

※ 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。 

 

2022年 

    卒業生の声 



● 県立 浦和高校 合格  Ｔ・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 

 先生方の授業が楽しく、適切な教材を選び、ポイントがまとまったプリントを作って授業をして

下さるので、試験に出やすいところをしっかりおさえることができました。受験はひたすらに大変

でした。中１の頃からずっと行きたいと思っていた高校を目指したにもかかわらず、苦しさの方が

行きたいという気持ちより勝っていました。受験は決して美しいものではなく、自分が勝てるよう

他者を蹴落とし合うような戦いをするものという印象を受けました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 毎日勉強をしていれば伸び悩むこと、辛いことなどたくさんあると思います。それらに悩まされ

ることもあると思います。無理して一気に詰め込む必要はありません。少しずつでもやっていけば、

その内できるようになったりもします。努力が苦にならない人は稀です。できないからといって落

ち込む必要はありません。自分のペースで勉強していって下さい。 

 

保護者様の声 

 小６から４年間通わせていただきました。本人から度々、授業が面白い、授業が分かりやすいと

聞いており、保護者面談の際にも先生から塾での様子を伺うことができ、通わせてよかったと思っ

ておりました。勉強の面では試験対策や入試対策等、熱心に指導して頂き、勉強以外の面では先生

方の人生経験をふまえたお話をしていただけたようです。本人の弱点や頑張っているところを適

切に見抜いてアドバイスを下さり、親よりも本人を信じて下さり、励まして下さり、無事に第一志

望校に合格できました。クリエイトに入塾でき、先生や友達と一緒に闘えて、本当に良かったと思

いました。ありがとうございました。 

 

■ 県立 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 

 試験に出やすいポイントだけでなく、入試でも高校でも活用できるポイントを分かりやすく説

明して下さる点がとても良かったです。小テストの点数が公開されることで、ライバルに負けたく

ないという気持ちになり、授業の復習を積極的に行うことが出来ました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 間違えた問題を解き直す習慣をつけることが大切だと思います。数学や英語の学校選択問題は

基礎が無いと絶対に解けないので、中 1・中 2 の学習がとても大切です。副教科にも力を入れて、

内申点をしっかりとれるようにした方がいいです。 

 

保護者様の声 

 普段の授業はもちろん、定期テスト・北辰テスト・公立入試でそれぞれ手厚い対策をしていただ

いたので結果が出せたと思います。志望校の選択でも必要な情報をまとめて提供いただき、また保

護者面談でも親身に相談にのって頂いたので大きな支えになりました。第一志望に合格できたの

は先生方のサポートが大きかったと思います。ありがとうございました。 



● 県立 浦和第一女子高校 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 

 先生方は絶対に忙しいはずなのに、どんな質問にも答えて下さいました。全力で応援して下さる

先生方と、一緒に頑張っている仲間達の存在が私を支えてくれました。受験は想像以上に過酷でし

た。成績が伸びない焦り、合格できないかもしれないという不安を常に抱えていました。自習室に

居座り、泣きながら帰ることもありました。でも、今になると受験生生活は楽しかったと思えます。

毎週の授業、大内先生の歌、合格発表の瞬間、全てが一生の思い出です。クリエイトに通えて幸せ

でした。５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 

 中１・中２の皆さんは提出物をきちんと出し、定期テストに一生懸命取り組み、内申点を取るべ

きです。後悔しても遅いです。中３の皆さんは受験に対する不安が日に日に募っていき、辛い経験

をたくさんすると思います。合格する未来が見えなくても勉強を続けて下さい。望みはいくらでも

あります。皆さんの合格を心から願っています！頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 小学５年生から５年間に渡りお世話になりました。学校生活と同じくらいに塾での生活が楽し

かったようで、通えないのが寂しいと言っています（笑）。受験においては部活動の影響で皆より

スタートが遅れ、北辰テストでも合格率 10％以下判定が続きました。それでも「大丈夫！結果は

出る！」と言い続けてくれた先生の言葉を信じて、娘も自習室に通いつめて追い込みました。1月

に入ると結果もついてくるようになり、第一志望に合格することができました。本人の強い思いと、

それを支える先生との関係が合格に結びついたのだと思います。本当にありがとうございました。 

 

■ 県立 浦和第一女子高校 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 

 「英語〇〇点でも、〇〇高校に受かった先輩がいる。」など、点数が悪くても大丈夫だと何回も

励まして下さり、あきらめないで頑張ることが出来ました。また、自習していると先生がたまにお

菓子をくれる点も良かったです（笑）。何かを一生懸命やることは、終わってみれば楽しかったで

す。クリエイトに入って良かったと本当に思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 勉強するなら家より塾がおすすめです。友達と自習室に行くならお互い離れたところに座りま

しょう。どんな結果になっても自分のことを責めないように、後悔しないように、やれることは全

力でやった方がいいと思います。また、体調にも気を付けて下さい。 

 

保護者様の声 

 「基礎がある子は夏休み明けから伸びる」と言って頂いた言葉を信じて、最後まで本人も努力で

きていました。追い込み時期の全県過去問で解いた問題、最後の授業でやった問題と似ている内容

が入試本番で出ていたそうです。中学２年生の秋頃からクリエイトでお世話になりましたが、学内

順位も学力も想定以上に伸びました。志望校に合格できたのはクリエイトの指導と優秀な同志が

いたからこそです。ありがとうございました。 



■ 県立 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 

 中３の夏休みの前までは、北辰偏差値が第一志望に受かるような成績ではなかったけれど、塾の

夏期講習でそれまでの復習をしたことで、９月以降の北辰テストでは安定して良い成績をとるこ

とができるようになりました。入試直前は公立入試に似せた問題をたくさん解いたことで、入試問

題の形式に慣れることができました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 塾でもらった英単語帳や理科・社会の用語集を覚えることが大事だと思います。９月から１１月

中頃までは定期テストの勉強をしながら塾のテキストをやるといいと思います。英語や国語は毎

日長文を読むのがおすすめです。１１月末から全国の過去問を始めましょう。受験生のみなさん、

第一志望校に合格できるよう最後まで頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 通常授業に加え、定期テスト対策や北辰テスト対策でしっかり指導していただいたことが成績

向上につながり、自分に自信がつき、前向きに学習に取り組むという好循環につながったように思

います。信頼できる先生方と切磋琢磨し合える仲間と目標に向かい努力できたことはとても良い

経験になったと思います。３年間お世話になり、ありがとうございました。 

 

● 市立浦和高校 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 

 中 3の春から入塾し、北辰偏差値は 60に達していない状況から受験が始まりました。先生方の

丁寧な授業、質問への回答により成績を伸ばすことができました。12 月末まで志望校に悩んでい

た私の相談を何度も聞いていただいたことで本当に行きたい高校を見つけ、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 

 今は受験と言われても実感が湧かないと思いますが、受験は必ずやってきます。夏ごろには目標

校を決めますが、実力が伴わなければ自分に合う高校に志望校を変える必要があります。これから

どんな高校に行きたいと思っても対応できるように今から勉強すべきです。一朝一夕ではできる

ようにはなりません。また、勉強していると必ず限界を感じるときがありますが、辛くても勉強し

続けて下さい。私は入試直前になってやっと苦手なリスニングと数学ができるようになりました。 

一年間、大変な受験期間になりますが、乗り越えていってください。 

 

保護者様の声 

 先生には定期テストや北辰テストの度に保護者面談をして頂きました。また、多くの受験資料を

頂きましたが、どれも志望校を決める際にとても役に立ちました。この資料と高校が出している選

抜基準を見比べて、先生と相談して志望校を決め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 川越女子高校 合格  Ｅ・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 

 先生方が体験談や趣味の話を交えて授業をして下さったため楽しみながら飽きずに授業を受け

られました。入試対策ではそれまでの出題内容を分析した上で入試に出る内容を教えて下さり、と

ても役立ちました。受験前、不安になることもありましたが先生方からのご指導や励ましのおかげ

で落ち着いて受験することができ、無事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 

 自分にあった勉強法を見つけてみてください。自分にあう勉強法の方が効率よく勉強でき、自分

の力になりやすいと思います。また、国・数・英は理・社よりも早く本気で勉強すべきです。この

３科目は理社に比べて成績が上がりにくい科目だと思うからです。「第一志望校に必ず合格する！」

という強い気持ちをもって勉強を頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 この度は娘が大変お世話になりました。やる気のムラの激しい娘でしたが、結果的にはピークを

受験日に合わせることができ、合格につながったと思います。途中、何度も挫折しそうになってい

る娘に対し、何とか励まして下さいと保護者面談でお願いしたこともありました。娘をよく見てバ

ックアップして頂いたことに感謝しかありません。信頼できる先生方に出会えたからこそ、合格で

きたのだと思います。高校はゴールではありませんが、先生方の励ましを胸に、新たなステージで

切磋琢磨してほしいと思います。 

 

■ 県立 川越女子高校 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 

 世間で起きている出来事や先生の実体験などと結びつけて説明して下さるので分かりやすく楽

しく授業を受けることができました。受験の日が近づくにつれ、とても緊張し、無理かもと思って

しまうときもありましたが、受験会場に着くと緊張ではなくワクワクしてきて、リラックスして取

り組むことができました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私には姉がいて、尊敬している部分もあるのですが、私にとってはライバルのような存在です。

少しでも姉に勝てるようにと思うことで頑張れました。後輩の皆さんもライバルの存在を意識し

てみてはどうでしょうか？今、皆さんが勉強を頑張れているのは家族や塾の先生など、たくさんの

サポートがあるからです。サポートしてくれた人たちへの恩返しは良い結果をプレゼントするこ

とだと思います。部活との両立は難しいことだと思いますが、頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 長女のときから親子共々大変お世話になりました。塾に入ることを嫌がっていた次女は中２か

ら入塾。すでに通っている塾生からとても良い刺激をたくさん受けたようで勉強に対する意識も

変わってきました。コロナ禍の大変な状況の中でも通常授業の他に多くの対策講座や正月特訓等

を開いて下さり、とても有難かったです。先生方はいつ休んでいるのかと心配するほどでした。入

試直前まで熱心にサポートして頂き、試験当日まで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。 



● 県立 川越女子高校 合格  Ｆ・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 

 授業が分かりやすく、楽しく受けることができました。また、気軽に質問できる雰囲気がありま

した。入試当日は「勉強してきて良かった」や「頑張ってきて良かった」と思うときが何度もあり

ました。受験勉強が辛くても一緒に頑張っている仲間がいたり、応援して下さる先生方がいてくれ

たおかげで最後まで頑張ることができました。クリエイトに通うことができて本当に良かったと

思っています。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 勉強のしすぎで思いつめたりしたら逆効果な部分もあると思います。時々は息抜きをして良い

と思います。（息抜きしすぎは厳禁です！）そして絶対にあきらめないで下さい。北辰の結果で周

りの人が第一志望安全圏なのに自分だけ努力圏なんてこと、よくあります。そんなことで失望しな

いで下さい。努力を続けて下さい。そうすれば自分の思い描く結果がついてくると思います。 

 

保護者様の声 

 勉強に対してなかなか本気で取り組むことが出来ない子でしたが、テスト対策や講習会のしっ

かりしたカリキュラム、共に勉強を頑張ったお友達のおかげで本人の意識が変化しました。いつも

勉強の悩みや分からないことで丁寧に対応して頂き、時々楽しいお話やギャグもあったようで、塾

に楽しく通うこともできました。北辰テストや受験勉強で何度も気持ちが折れそうなとき、先生方

の的確なアドバイスやフォローで前向きに取り組むことができました。無事に合格できたのも信

頼できる先生方や共に頑張ったお友達のおかげです。本当にお世話になりました。 

 

 

● 県立 春日部高校 合格  Ⅰ・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 

 先生たちは僕たちのことを本気で考えてくれます。だからこそ親しみを持って接することがで

きるし、時には本気で叱ってくれるのだと思います。こんな先生はクリエイトにしかおらん。 

 受験は辛く苦しいものでした。でも一緒に高めあう戦友もいるし、僕たちを愛してくれる先生も

いるので、今思えばこの１年間は充実していて楽しかったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 僕は正直、勉強が嫌いです。でも受験生になったからには勉強するしかない。そこで大事なもの

は友達、ライバル、そして家族。この３つの大切さに気付き、凄まじい努力をすれば受験という怪

物に勝つことができます。クリエイトの先生は最後の最後まであなたたちと一緒に戦ってくれま

す。だからあんたらも絶対に先生の手を離すなよ！がんばれ！ 

 

保護者様の声 

 我が家は長男・長女に続き、今回次男も第一志望の公立高校に合格できました。次男は上の二人

に比べ自宅で勉強している様子は少なかったと思いますが、塾では非常に頑張っていたようです。

本人の努力もあったのでしょうが、先生方の支えなど、生徒のモチベーションを高める絶対的なモ

ノが備わっているのがクリエイトさんの強みなのだと思います。子供三人、両親共々、大変お世話

になりました。感謝申し上げます。 



● 県立 春日部高校 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 

 先生と生徒の距離が近いことが良かったです。ノリがよくユーモアの溢れる先生がいます。楽し

く分かりやすい授業を受けたい方は、この塾がおすすめです。受験は苦しいものでしたが、それも

考え方次第です。ガリガリ受験勉強をしていって下さい。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験勉強は志望校に合格するため絶対に必要なことだと思います。そこで、お伝えしたいことは

受験勉強は「時間」ではなく「覚えた量」を重視してほしいということです。いくら時間をかけた

って覚えていなければ意味がないです。ぜひ友達には「昨日、10 時間勉強したぜ」ではなく「昨

日、英単語 100個覚えたぜ」と自慢して下さい。 

 

保護者様の声 

 クリエイトの先生方、３年間大変お世話になりました。色々ご迷惑をおかけしましたが、クリエ

イトという居場所があり、息子が救われたことは多々あると思います。先生方と出会えて、息子も

私も安心して三年間を乗り越えることが出来ました。これから先も何か迷いがあって、クリエイト

に伺ったときにはどうぞ叱咤激励して下さい。保護者面談でも丁寧に受け答えして頂き、感謝して

おります。ありがとうございました。 

 

● 県立 春日部高校 合格  Ｙ・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 

 先生方はユーモアの溢れる授業をして、真摯に向き合って下さり、楽しみながらも真剣に勉強す

ることが出来ました。もしクリエイトに入っていなかったら…と考えると、ゾッとします。今まで

丁寧に教えて下さった先生方には本当に感謝しています。様々なことを教えて下さり、本当にあり

がとうございました。クリエイト進学ゼミに出会え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 

 たくさん問題を解きましょう。そして、間違えた問題はなぜ間違えたのか、どうしてその解答に

なるのかを考えると理解が深まり、内容が定着するのでおすすめです。勉強も大切ですが、最終的

には自分の精神面だと思います。何事もポジティブに考えて、絶望せずに諦めないで下さい。入試

本番で昼食を持参するのを忘れても、その分勉強ができるとポジティブに考えましょう（笑）。 

 

保護者様の声 

 クリエイトの先生方には本当に感謝しております。無事に志望校に合格することが出来てホッ

としております。コロナ禍で学校見学も難しく、春日部高校にしか足を運べなかったのですが、本

人は春日部高校に惹かれ、そこを目指して頑張ってきました。不安や心配もありましたが、先生方

のご指導やサポートのおかげでモチベーションもおとさずに頑張ってこれました。また、入試前々

日の大内先生の熱い歌が心に響き、心強い力になったようです。本当にありがとうございました。 



■ 県立 蕨高校 合格  Ｎ・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 

 宿題がちょうどいい分量で、授業だけでほとんど完結する点がクリエイト進学ゼミの良いとこ

ろでした。また、Ｔ先生とＮ先生の話が本当に面白かったです。英語の補習では長文をたくさん読

み、慣れることができました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 行きたい高校を決めて、そこに向かって早く勉強を始めたら合格できます。頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 適度な勉強量で無理なく部活と両立出来て良かったと思います。受験についての情報も、参考に

と中１の頃から教えて頂いていたので、本格的に北辰テストを受け始めてすぐに私立の受験校を

絞ることができ、コロナ禍でもスムーズに動くことが出来ました。志望校に合格できるよう最後ま

でご指導いただき本当にありがとうございました。 

 

 

 

● 県立 不動岡高校 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 

 北辰テストや模擬テストで点数が悪くて落ち込むこともあったけれど、大内先生をはじめとし

た先生方が色々な形で励ましてくれて、とても元気が出ました。そして、あきらめないぞという気

持ちになりました。分からないところとかの質問もしやすかったし、先生方がそういう環境を作っ

てくださっていたと思います。とっても楽しかったです！！ 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 先生方も言っていたことですが、最後の１か月は理科と社会に重点をおいてやった方が良いで

す！ゼッタイ！それだけでだいぶ変わってくると思います。当日、試験会場に行ったら「自分はで

きる！」と思っていた方が良いです！鋼のメンタルで「自分はできる人間だ」と思い続けてみてく

ださい。たぶんいけます。頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

  第一志望校に合格することができて本当に良かったです。家族からの「もっとランクを下げて

安全な学校にしたら？」「近くの通学に便利な学校にしたら？」という横槍（？）にも全くブレず、

「ここに通いたい！」という気持ちが叶ってホッとしました。学校の先生は「はいはい、ここね」

という具合でしたが、塾の先生には色々な情報やアドバイスを頂き、本人も親も心強かったです。

何度も面談をしていただき、ありがとうございました。受験に挑んだ経験を次に活かし、今後の人

生も自分に正直に突き進んでいくことを願います。お世話になりました。 

 

 



● 県立 熊谷高校 合格  Ｏ・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 

 面白く、楽しく授業をしていただきました。おかげで塾に楽しく通うことができました。志望校

に合格して、この塾に通うことが出来て本当に良かったと思いました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 ワークなどの提出物をしっかりと期限内に提出して下さい。また、問題を解いたあとにすぐ丸付

けを行い、間違えた問題はなぜ間違っているのか解説を読んで確認することが最も大切だと思い

ます。 

 

保護者様の声 

 ３年間お世話になりました。いつもじっくり親身になって話を聞いて下さり、アドバイスいただ

きました。子供のこともよく見て頂きました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

■ 県立 和光国際高校 合格  Ｔ・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 

 入塾する前は勉強することが嫌いで全然勉強していなかったし、定期テスト前もどんな勉強を

してよいか分からず、どんどん点数が下がっていました。入塾した後は塾の先生方の授業がおもし

ろくて分かりやすかったので勉強が好きになり、家庭学習もやるようになって学力が向上してい

きました。友達も増えて、学力も上がって、入塾し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 

 中１・中２の勉強をサボり過ぎると、中３になってからがとても大変なので、基礎は日々積み上

げると受験勉強が楽になると思います。また、塾の１つ１つの授業を集中して受けることで学力が

グーンと向上します。受験の日はすぐにやってきます。１日１日を大切に頑張ってください。応援

しています。 

 

保護者様の声 

 高い目標を持って日々努力し、志望校に合格することができました。塾でとことん学校の授業の

先取りをすることで、分かることと出来ることが増え、授業での取り組みも変わったように思いま

う。クリエイト進学ゼミに通い始めてから、勉強についての自信がついて成績も大幅にアップしま

した。ありがとうございました。 

 

 

 



● 県立 川口北高校 合格  Ｍ・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 

 クリエイトの良いところは、クオリティの高い授業を alwaysしてくれるところです。入試当日

は 1時間目の国語でミスをして、2時間目の数学の難しさに心を折られ、正直もう駄目だと思って

いました。でも無事に合格することが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 

 良い成績がとれるように日頃から頑張ってください。内申点を多くとっておくと、その分だけ心

に余裕ができます。最後に一つアドバイス。もし試験当日にミスをしてしまったときは開き直って

下さい。心の中で「まあ、おれ頭良いし。一問くらいハンデあげないとねぇ。ハンデ、ハンデ」と

思いながら。 

 

保護者様の声 

 ３年間、勉強する姿勢と勉強する環境を整えていただいたことに感謝します。叱咤激励をいただ

き、志望校に合格することができました。家での勉強は、それほどやった方ではありませんが、そ

の足りない分をクリエイト進学ゼミでしっかりと補填していただいたと思います。貴塾の益々の

発展をお祈りいたします。 

 

● 市立 大宮北高校(理数科)合格  Ｅ・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 

 先生方がどのテストでもがっつりと対策授業で大事なポイントやコツを教えて下さったおかげ

で自信が付き、試験当日の緊張が和らいだ気がしました。なかなか問題が解けずに成績が伸び悩ん

でいたとき、先生のアドバイスのおかげで心が少し軽くなり、気持ちをきりかえて、また新たな問

題に向き合っていくことができました。約５年間、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 

 多くの人がどこかのタイミングで心が折れかかることがあるかと思いますが、そんなときは何

でもいいので切り替えるきっかけを作ってください。落ち込んでいるときは普段よりもミスが目

立ちやすくなります。気持ちの切り替えをすることが難しいとき、そんなときこそクリエイトの先

生方を頼ってください。私達が思っている以上に、先生方は私達を見てて、知ってくれています。

きっと良いきっかけをもらえると思います。みなさん頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 クリエイトの雰囲気が娘には合っていたようで、ずっと楽しく通わせていただきました。思うよ

うに成績が上がらず悩んだ時も、先生方はとても親身に話を聞いて下さいました。受験だけではな

く、その後の娘のことも考えてのアドバイスもとても心強かったです。勉強面はもちろん、精神的

にも親子共にフォローしていただき、大変感謝しています。小学５年生からの約５年間、大変お世

話になりました。ありがとうございました。 



● 市立 大宮北高校 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 

 先生方が細かく解説してくれたり、間違えやすいポイントを教えてくれるところが良かったで

す。受験当日は不安もありましたが、楽しみました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 勉強の習慣を作りましょう。そのためには計画を立てることが重要です。初めは小さいもので良

いです。自分の勉強スタイルを見つけて頑張ってください！！応援しています！！ 

 

保護者様の声 

 第一志望に合格できて本当に嬉しく思います。先生方のご指導のおかげで成績を上げ、公立入試

に挑むことが出来ました。本当にありがとうございました。 

 

● 市立 大宮北高校 合格  Ｔ・Ⅰ 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 

 分からないところなどを質問したときに、丁寧に教えてくれる点が良かったです。志望校に合格

することができましたが、それでも受験当日は「もっと勉強しておけばよかった」と思いました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 中３になって、中１・中２の内申点が低いと苦労します。学校生活をきちんと送るようにしてく

ださい。勉強をしていて辛いときは１０分ほど妄想するといいです。楽しいときのことを思うと、

やる気が出てくると思います。頑張ってください。 

 

保護者様の声 

大変お世話になりました。厳しく指導していただき、感謝しております。ちょっとエンジンをか

ける時期が遅かったかな？と思う部分もありますが、本人が希望する高校に合格することができ

ました。高校受験を通して、目標に向かう力はつけてくれたのかなと思います。先生方、３年間本

当にありがとうございました。 

 

■ 私立 栄北高校 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 

 授業が分かりやすかったです。理科と社会のプリントは試験のとき、本当に役立ちました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 再テストは絶対にためないこと！特に数学！宿題の英作文とかきちんと出した方がいいですよ。

雷が落ちます。理科は嫌いだと思い込んでしまうと、とことんできなくなってしまうので心折れま

す。理科と社会は仲良くしてね。 

 

保護者様の声 

 学校のお友達も多く、楽しく通塾していました。定期テスト前には５教科の対策講座もあり、過

去問にも助けられたと思います。受験の際には相談にも乗ってくださり、とても助かりました。無

事に第一志望の高校に合格でき、感謝しています。 



● 市立 浦和南高校 合格  Ｏ・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 

 自分の成績がどのような状況なのかが把握できたことで、点数を上げなければいけない教科な

どが目に見えて分かり、不安な要素を少しずつ減らすことができました。途中で受験勉強に対する

気持ちが抜けてしまったときも、先生方が話して下さるお話にハッとさせられ最後まで気持ちを

ぬかずにやりき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 

 私は 11月まで第一志望校の判定が合格圏内ではありませんでした。他の高校を受験することも

考えましたが、そのまま志望校を変えずに受験することに決めました。この判断ができたのは独り

ではなかったからだと思います。塾で一緒に頑張っている仲間や、一人一人にしっかり向き合って

下さる先生方がいました。だからあきらめず最後までやりぬこうと思うことができました。最後ま

で結果は分からないので、あきらめずに頑張ってください。 

 

保護者様の声 

  なかなか受験モードに入れず心配していました。ですが先生方は熱心に子供に寄り添って下さ

り、本人も「勉強しなくては！」と少しずつ気持ちが変わり始めました。受験校に悩みましたが、

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。 

 

 

 

● 市立 浦和南高校 合格  Ｋ・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 

 先生方がとても熱心でした。僕は大内先生の説教（？）を聞くたび、勉強しなきゃいけないと感

じていました。先生方が僕たちのことを信じてくれていたからこそ、その信頼を裏切れないという

気持ちになり、勉強していられました。大内先生は最高の先生だと思います。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 勉強は１つのことを他のことと結び付けたり、関連させたりして覚えると良いと思います。また、

ある程度の質は必要だけど、最後は量。得意な科目も試験当日の難易度によっては点数が低くなっ

てしまうこともあります。全教科まんべんなく勉強した方が良いと思います。 

 

保護者様の声 

 事あるごとに「君は小学生の頃とは別人のようだね」と言われるほどの変化が見られ、クリエイ

トに入塾して本当に良かったと心より感謝しております。いつも熱心に勉強の面白さを教えて下

さり、息子は絶大な信頼を寄せているようでした。どんなときでも先生方や仲間達から学んだ決し

てあきらめない心を胸に、より一層成長していくことを親として切に願うばかりです。本当にどう

もありがとうございました。 

 



● 県立 伊奈学園総合高校 合格  Ⅰ・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 

 先生方が気軽に質問に答えてくれ、自分が勉強したい単元のプリント集を作ってもらえるとこ

ろが良かったです。また自分が受験する高校に対して、何をどれくらい勉強すればよいかなども教

えて下さり、一人一人に対してしっかり向き合っているところも良い点だと思います。合格するこ

とができたのは、ほんっとに塾のおかげだと思っています。私に勉強を教えてくださり本当にあり

がとうございました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 あきらめずに自分を信じて下さい！試験の前日でもあきらめずに必死に頑張ってください！こ

んな言葉、何回も聞かされるかと思いますが、それでも自分に語りかけ、自分がどれくらい努力し

なければならないか、もう一度考えてみてください！勉強に飽きたときは好きな音楽を聴いたり、

おかしを食べたりするのが最適です！ 

 

保護者様の声 

 “うちの三姉妹”最後の中学生の高校受験が無事に終わりました。先生方の熱心なご指導と受験

生の固い緊張をほぐすような雰囲気づくり（楽しいお話も本人から聞きました笑）のお陰だと、心

より感謝しております。お手数をおかけしました。先生方のご健康とご活躍をお祈りします。あり

がとうございました。 

 

● 県立 伊奈学園総合高校 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 

 クリエイトの授業を重ねるにつれて勉強に対する楽しさも学ぶことができ、勉強が苦手な自分

でも頑張ることができました。受験では勉強の積み重ねの大切さを感じました。周りのみんなと励

まし合うことで受験を乗り越え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 

 問題文をよく読むことでミスは減ります。試験当日だけではなく、普段の練習から意識して取り

組むことをおすすめします。志望校は簡単に決めるのではなく、自分自身としっかり相談して決め

て下さい。受験はとても辛いものですが、とても良い経験となります。頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 先生方には大変お世話になりました。コロナによる中学校の休校期間中、塾からも課題を出して

頂き、採点では細部までフォローしていただきました。また保護者面談では毎回じっくり話を聞い

ていただき、的確なアドバイスをいただきました。数々のフォローに心より感謝申し上げます。あ

りがとうございました。 

 

 

 

 



● 県立 伊奈学園総合高校 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 

 先生方が生徒を第一に考え、楽しくて分かりやすい授業をしてくれました。自習室が空いていな

いときも廊下に机と椅子を用意してくれて、いつでも勉強ができて助かりました。現時点での自分

の成績と志望校のレベルを照らし合わせ、様々なアドバイスをくれたので参考になりました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分の成績に伸び悩むこともあるかと思いますが、悔いの残らぬよう精一杯やってください！

分からないところがあったらすぐ先生に聞くことが大切です。自分自身も経験しましたが、北辰テ

ストなどの模試で成績が爆発的に伸びることがあります。そのときは「頑張って良かった！」と必

ず思うはずです。志望校合格を目指して頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 約１年間、大変お世話になりました。目標にしていた高校への合格を勝ち取ることができたのは

先生方の情熱的なご指導のおかげです。びっくりするような成績がとれたことも記念になりまし

た（笑）。本当にありがとうございました。 

 

 

● 県立 浦和北高校 合格  Ｎ・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 

 先生たちは明るくて、とても親しみやすい人で、気軽に質問できるような雰囲気があったので、

勉強に集中することができました。クリエイトの三年間で、成績が思うように伸びなかった時期も、

先生たちが声をかけ励ましてくださり、前を向くことができました。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 

 受験にむけて１年間猛勉強したり、中１・中２の頃と比べて遊ぶ時間が減ったりして辛い１年に

なると思います。しかし、１年間勉強することよりも、出願先を自分が一番行きたい高校から変更

せざるを得ない状況や、不合格になることの方が倍以上辛くて苦しいと思います。第一志望校に合

格できるよう頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 中１の夏期講習から入塾しました。入塾当初から少しでもいい成績をとろうと頑張っていて頼

もしく感じていました。中３になる頃から、周りの友達がどんどん受験モードになり、頑張ってい

てもなかなか成績が上がらず、何度もつらそうな表情をしていましたが、最後まで受験に向き合い、

頑張っている姿は我が子ながら立派でした。その姿を見られたのも先生方のバックアップがあっ

てこそだと感謝しております。悩んだ末に決めた進路なので彼ならきっと高校でも部活や勉強に

全力を尽くしてくれると思います。見守って下さり、ありがとうございました。 

 



● 県立 大宮光陵高校 合格  Ⅰ・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 

 クリエイトの先生方は、分からないところを質問に行くと、とても分かりやすく丁寧に教えて下

さいました。また、北辰テストが近づくと、出題されるかもしれない単元をプリントにまとめて下

さるので、とても勉強しやすかったです。入試当日は授業で教えてもらった語呂合わせや覚え方が

とても役に立ちました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 忘れ物をしないように日頃から気をつけるべきです。人間なので忘れてしまうことはもちろん

ありますが、入試当日に忘れ物をしたら動揺してしまい合否に関わると思います。塾の授業のとき

から忘れ物をしないように意識して下さい。残り１年の中学校生活を楽しみながら勉強も頑張っ

てください。応援しています！！ 

 

保護者様の声 

 小５から５年間お世話になりました。入塾した頃は勉強に対する意欲があまり見られませんで

したが、中学生になり、家で勉強している姿を見かける機会が増え、受験に向けて努力している姿

が見られました。無事、第一希望の高校に合格することができ、とても感謝しています。５年間、

本当にありがとうございました。 

 

● 県立 大宮光陵高校 合格  Ｙ・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 

 クリエイトは授業が分かりやすく、勉強がしやすい環境が整っていることが良い点だと思いま

す。自分は受験を通して、苦手科目と向き合うことが大変でした。苦手科目はめんどくさい、やり

たくないと思うことが多々あったけど、先生方のおかげで何とかできたと思います。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 

 苦手科目がある人は早めに克服した方が良いと思います。あとは、先生が「ここは試験によく出

るところだから絶対にやっておいた方がいい！」というところは本当にやった方がいいです。絶対

に諦めないで下さい。 

 

保護者様の声 

 入塾から学校の順位も少しずつ上げることができました。特に、中３時の頑張りは驚くばかりで

した。１年間ゲームをやめ、毎日机に向かって勉強していた息子に本当に感心しました。受験では、

北辰テストの偏差値も苦手科目に足を引っ張られながらでしたが、得意科目で何とか救われ、思っ

ていたところより上のランクの私立確約をとることができました。さらに私立入試当日の結果で

確約より１つ上のクラスで合格でき、それが公立受験の自信につながったのではと思います。３年

間ご指導頂きました大内先生はじめ先生方、息子の前を歩いてスイッチを入れてくれたお友達、一

緒に受験を戦ったお友達に感謝申し上げます。ありがとうございました。 



● 県立 大宮南高校 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 

 私の場合、本格的に受験勉強を始めたのが、先生に言ったら怒られるくらい遅く始めた奴でした。

入試当日はものすごく緊張し、先生から入試前々日にもらった手紙を読んでボロボロに泣きまし

た（読むのは２回目だったのに笑）。そのくらい、塾と先生にはお世話になりました。また、先生

に何度も「ビリでもいいから合格したら勝ち」と励ましてもらいました。「受験は団体戦」、「スタ

ートの合図はない」これも正しいと思います。受験というレースに自分だけでなく、大切な友達や

先生と一緒にゴールできて本当に良かったと思っています。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 

 プリントを必ず保管して下さい。自主勉強でも受験勉強でも必ず役に立ちます。私は家で勉強す

るとき、スマホだったり食べ物だったり、たくさんの誘惑がありました。何より緊張感がないこと

が致命傷でした。だから塾に行ったり、図書館などに行ったりして勉強していました。他の人も勉

強している環境はとても集中できます。特に塾の自習室は勉強している人しかいません。優しく丁

寧に教えてくれる先生もいます。存分に塾を利用して下さい。最後に、2 月 23 日（入試前日）ま

で勉強して下さい。受験会場で笑って下さい。きっと大丈夫です。応援しています！ 

 

保護者様の声 

 ３年間、お世話になりました。なかなかやる気スイッチが入らない子でしたが、先生方が粘り強

く接してくださり、どうにか志望校に合格することができました。先生からの心のこもったお手紙

は入試ギリギリまで手にしていたそうです。お守りだと。最後の最後まで気にかけていただいたお

かげで、いつも通りの力が発揮できました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

高校からの宿題や進学準備で忙しい中、アンケートに協力していただき

ありがとうございました。職員一同、これからの更なる活躍と高校生活の

充実を願っています。また、いつでも顔を見せに来て下さいね！ 


