
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 
 

 

※ 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。 

 

2021年 

    卒業生の声 



 

 

 

 

 

● 浦和第一女子高校 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 

 この塾の先生方が本当に良いです。どんなときでも質問を受け付けてくれ、ユーモアもあって絶

対に飽きない授業、質問しやすい塾の雰囲気、もう良いところしかありません。塾に行くのが苦に

ならない、このアットホームな塾が私は大好きです。また、先生方が私たちのことを本気で応援し

てくれていることがよく伝わり、自習室にも頑張っている仲間がいて、こんなに良い環境は他に無

いと思います！私のことを正負の数が分からないところから偏差値 70まで育て上げてくれたこの

塾には感謝しかありません。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 すき間時間の有効活用をお勧めします。私はいつでも大切なことを確認できるように英単語や

分からなかった重要事項を書いたミニノートのようなものを作り、時間を無駄にしないよう、それ

を見て頭に入れていました。今思うと、そのような小さな積み重ねが最後の 1点につながり、自信

にもつながったと思います。また、何をすればよいか分からないときは先生にそのまま相談して下

さい。必ず的確なアドバイスをくれますよ。そして、勉強は孤独で辛くて大変です。でも応援して

くれる家族や先生方を忘れてはいけません。最後までやりきって下さい。「まだ大丈夫」と余裕そ

うなそこのあなた！受験直前になると、そんな自分を叩きたくなりますよ！勉強にやりすぎなど

ありません。最初からベストを尽くして下さい！ 

 

 

保護者様の声 

 中 1 の夏、正負の数すら分からない状態の娘。やはり中学生は塾に行かないとダメなのかと思

い、入塾させました。テニス部で部活三昧の日々を送りながらの通塾に体力的にもかなり苦労しま

した。中 3に上がる頃、コロナによる休校。部活の引退試合もままならない状態で受験生となりま

した。その頃から娘の意識が一変したのを覚えています。休校中の塾の課題も期限が細かく設けて

あり、だらけることなく取り組むことができました。休校明けの頃から、娘は塾の自習室に通い続

け、家に居ることは少なくなり、中学下校後の大半の時間を塾で過ごしました。先生を捕まえては

質問し、プリントをもらい、夜まで居座り、先生方には本当にお世話になりました。この文章だけ

ではとてもとても感謝の気持ちを伝えきれません。先生方の声かけやアドバイスにより、娘は最後

の最後まで一度も諦めたり、後ろを向くことなく全力で走りきることができました。公立受験の

前々日に、大内先生が歌って下さった熱いアツイあつい歌！娘はこれから先、何か苦しいことがあ

ったときには必ず思い出すでしょう。本当にありがとうございました。 

 

 

 

公立高校 



 

■ 浦和第一女子高校 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 

 受験期は自分と友達を比べたり、最後の北辰テストの結果を見て落ち込んでしまうこともあり

ましたが、自分のできる精一杯の努力をしようと諦めずに頑張りました。また、その高校に行きた

いという思いが誰よりも強かったと思います。クリエイトの先生方は質問がしやすく、授業が分か

りやすかったので、塾での勉強はとても楽しかったです。３年間の中で１番心に残っている大好き

な場所はクリエイト進学ゼミでした。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 

 「自分を人と比べるな。１つ１つのテストの結果で一喜一憂するな。」と言われても難しいかも

しれません。でも諦めることはせずに最後までやりきってみてください。また、何事にも目標を立

て、努力をしてみて下さい。その成果が出たときには勉強を含め、何かに挑戦することを楽しく思

うことができるはずです。本当に行きたい高校を目指して頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 クリエイトの先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。受験期には迷いや不安もありましたが、

今の時期は何を勉強すればいいのか、何が足りないのか等、具体的なアドバイスもたくさんしてい

ただき、強い気持ちで入試をむかえることができました。３年間、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・Ⅰ 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５教科まんべんなく指導して下さるので、どの教科も高得点を取ることができ

ました。自習室が開放されていたり、先生方がいつでも質問を受け付けて下さるので、とても勉強

しやすい環境でした。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 継続は力なり。自分で「やる！」と決めた勉強法は最後まで貫き通した方が良いと思います。た

だ、あまりにも自分に合わないと感じたときは止める潔さも大切だと思います。受験期は志望校に

ついて悩むことが多いと思います。私自身もたくさん悩みました。受験はとにかく諦めなかった人

が勝ちます。悩みを第一志望合格のためのエネルギーに変えて頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 通常の授業のほかに各種テスト対策や講習会など、非常に充実した指導体制が整っていると思

います。また、初めての受験でしたが定期的な保護者面談を通じて、必要な情報や受験に対する心

構え等も教えて頂き、不安なく受験に臨むことができました。おかげさまで第一志望校に合格する

ことができました。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 

 私は先生に申し訳ないと思ってしまうほど数学が苦手で、他の４教科の偏差値と比べて数学の

偏差値が 5～10 低くなってしまうほど数学ができませんでした。しかし入試直前は大内先生が毎

週数学の補習をして下さり、第一志望に合格することができました。とても感謝しています。クリ

エイトは小さめの塾なので先生方に質問しやすいところや、一人一人にとても丁寧にアドバイス

をして下さるところが良いと思います。3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 

 早いうちからコツコツ勉強しておいた方が良いです！中 3 になると、毎月北辰テストや市学力

テストを受けなければならないので、漢検・英検などの検定はとにかく早く受けておいた方が良い

と思います。また、定期テストはしっかり取り組み、3年間良い成績を取った方が確実に良いです。

試験勉強では苦手な教科をたくさんやるのも良いですが、得意科目を疎かにすると痛い目にあう

ので、5教科バランスよく勉強しておいた方が良いと思います。志望校はとにかく色々な高校を見

て決めましょう！ 

 

保護者様の声 

 新中 1の春期講習から丸々3年間お世話になりました。本気モードのやる気スイッチがなかなか

見つからず、保護者面談の度に大内先生と一緒に首をかしげていたことを思い出します。志望校の

選択や精神面での弱さなど、勉強面だけではないきめ細やかなフォローをさりげなく、面白く、力

強くして頂きました。おかげさまで最後はクリエイトに通うことが精神安定剤になっていました。

第一志望校の合格、親子の精神的なフォロー、温かく丁寧な楽しい授業、どれをとっても感謝しか

ありません。3年間ありがとうございました。 

 

■ 浦和第一女子高校 合格  Ｋ・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 

 クリエイト進学ゼミの授業は笑いを交えて進めてくれるので楽しかったです。受験では主に過

去問や模擬問題を中心に勉強を進められたことにより、テストの形式に慣れ、自分の苦手な分野に

気づき、修正することができました。クリエイトに通って良かったです。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 中３の夏に頑張れるかが、９月からの大切な北辰テストに大きく影響します。早い時期に基礎を

固めることが重要です。勉強と息抜きのメリハリをつけることで、だらだら長時間勉強するより集

中してできました。後輩の皆さんも頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 定期テストや北辰テストの度に保護者面談をしてくれるので、成績が伸び悩んで不安になって

いるときも的確なアドバイスをいただくことができました。中学校よりもしっかりとした進路指

導をしてくださるので安心して受験に臨むことができました。結果、第一志望の高校に合格でき、

とても感謝しています。３年間ありがとうございました。 



● 浦和第一女子高校 合格  Ｙ・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 

 中 3 の夏まで他の塾で数学と英語を習っていましたが、クリエイトに転塾して 5 教科習うこと

になりました。特に数学は自信をもって得意と言えるようになり、他の教科は底上げされ、無事合

格することができました。クリエイトに転塾してなかったら、絶対に合格していませんでした。先

生方の丁寧な指導のお陰です。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 英・数・国の 3教科は入試直前になって伸びるわけではないので、しっかり 1，2年の分を理解

し、コツコツ勉強した方が良いと思います。私はどうしても英語が苦手で、もっと前からしっかり

理解しておけば良かったと後悔しているので、みなさんは後回しにせず、しっかりやりましょう…。 

 

保護者様の声 

 中 3の夏期講習から入塾しました。苦手な英語が学校選択問題だったため、最後まで不安でした

が、お友達と自習室で勉強し、授業も楽しく受けることができたため、下がっていた成績も上向き

に転じました。北辰テストでは最後の 2回で目標とする偏差値に届き、淑徳与野に合格することが

できたので、これならばと浦和一女を受験することにしました。子供より親の方が緊張しましたが、

先生からの「今までの経験上、大丈夫だと思います。」という言葉がとても心強かったです。娘が

前向きに頑張り、合格できたのもクリエイトのおかげだと思います。ありがとうございました。 

 

■ 大宮高校 合格  Ｕ・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 

 先生方のユーモアを交えた授業のおかげで集中力のない私でもしっかり勉強に取り組むことが

できました。受験を通して実感しましたが、受験当日から合格発表までが一番不安になります。準

備期間に全国の過去問を用意して下さり、また要望に応えていただき苦手を克服できるよう指導

して下さったことが不安を乗り切る力になったと思います。 

 

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ください。また、内申を大切にしてください。受験でとても大事

になってきます。そして、夏休みでの頑張りがカギとなります。だまされたと思って頑張ってみて

ください。後に、やってて良かったと実感します。応援しています！ You can do it！ 

 

保護者様の声 

 無事に合格出来てほっとしました。入塾前は家でほとんど勉強せず、その割に結果を求めるとい

う矛盾したことだらけの娘でしたが、入塾後は徐々に勉強する習慣がつき、感動しました。定期的

な保護者面談では色々な事（勉強法や性格について）を相談し、本人・親ともに不安を払拭し前に

進むことができました。支えて下さった先生方、そして一緒に勉強したお友達に感謝です。ありが

とうございました。 



■ 市立浦和高校 合格  Ｓ・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 

 授業はとても分かりやすく、定期テスト対策では頻出の問題に多く取り組んだため、どんどん順

位が上がりました。夏休みのうちから多くのテキストが配られていたため、９月の北辰テストでは

周りと大きく差をつけることができ、早いうちから受験を意識することができました。また、過去

問などをたくさん用意して下さったおかげで、問題に困ることもなく、とても助かりました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 早いうちから理科と社会の復習をすることをお勧めします。暗記科目は覚えれば覚えるほど試

験で有利になります。どの科目にも言えるのは、とにかくたくさんの問題を解くべきだということ

です。受験前日に今まで解いてきた問題集やプリントを積み上げると、自然と自信が湧いてきます。

努力すればするほど合格発表のときの喜びは大きいです。最後の最後まで頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 塾に入ってから定期テストや北辰の成績がどんどん上がり、志望校の合格率も良くなっていっ

たので、受験まで安心してお任せすることができました。コロナ禍で私立高校の個別相談の予約が

とれず不安でしたが、塾の方から予約をとって頂き、とても助かりました。良い環境で受験に勝利

でき、感謝しています。 

 

■ 市立浦和高校 合格  Ｓ・Ｊ 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 

 クリエイトの定期テスト対策では過去問を多く解きました。普段の授業では小テストもたくさ

んありました。これらをしっかり行ったことで順位がのびました。直前ゼミでは入試本番と同様も

しくは少し負荷をかけて状態で行うことで、とても役立ちました。クリエイトに通っていなかった

ら合格できなかったと思います。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分は入試直前の最後の１，２か月で徹底的に自分を追い込むことで今の高校に合格しました。

だから自分を信じて最後の最後まであきらめず頑張ってください。また、クリエイトを信じて下さ

い。クリエイトで与えられた問題をよく復習して下さい。そうすれば必ず力はつきます。 

 

保護者様の声 

 入塾当初から、塾の先生がおもしろい、また同じ中学校の生徒がたくさんいるので楽しいと言い、

喜んで通っていました。入塾時の成績から考えると到底希望の高校には合格できなかったと思い

ます。部活に全力を注いでいても定期テストの対策などしっかりプログラムを受ければ学校の成

績はどんどん上がっていきました。希望校の偏差値に遠く及ばない成績でしたが、本人の強い意志

と先生方のサポートのおかげで合格できました。「練習試合で負けても本番で勝てばよい。」宝先生

からの言葉を胸に家族一丸となって頑張れました。本当にありがとうございました！お世話にな

りました。 



■ 川越高校 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 

 先生がたくさんのことをしてくれました。過去問の採点や作文の添削をして下さり、たくさんの

過去問を解くことができて受験でとても役立ちました。偏差値が足りなくて、かなりの挑戦だった

けれど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 

 自分は最後の最後まで不安な思いがありましたが、あきらめずに努力したら合格することがで

きました。あきらめずに自分の行きたいところを目指して頑張ってほしいです。 

 

 

保護者様の声 

 受験に対し無知でしたが、定期的な保護者面談で先生の豊富な情報量から的確なアドバイスを

頂き、進めることができました。最後まで不安な思いがありましたが、大量の過去問対策や先生方

のサポートにより無事第一志望の高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。 

 

 

 

■ 川越女子高校 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 

 授業の質が高く、宿題の量もちょうど良いので忙しい中でも無駄なく勉強できました。受験当日

の朝は少し緊張しましたが、受験会場につくと緊張がなくなり、塾で受けた直前ゼミのように落ち

着いて受験できました。大変なときもあったけれど、クリエイトのおかげで合格できました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 よく自分のことを知ることが大切だと思います。自分に合った勉強法で勉強することが一番効

率が良いと思うからです。塾の先生や先輩方のアドバイスを取りいれながら、自分にとって最も効

果がある勉強法を探してみてください。 

 

 

保護者様の声 

 娘が大変お世話になりました。北辰テストで一時偏差値が下がってしまった時も、テストの答案

に沿って弱点を分析して下さり、娘の性格に合わせてアドバイスをいただけたことは本当に心強

かったです。素晴らしい先生方のご指導のもと、この受験を乗り越えられたことは大きな自信にな

ったと思います。本当にありがとうございました。 

 

 



● 春日部高校 合格  I・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 

 クリエイトの授業を通して役立つ公式や語呂合わせを覚え、豊富なプリントのおかげでたくさ

ん練習を積み、解法をマスターすることで入試本番でもしっかり解くことができました。先生方は

どんな要望も快く応じて下さり、特に大内先生には中学の数学の課題プリントの解答解説を作っ

て頂いたこともあり、2次関数や連比が得意になりました。受験前にはたくさんプリントをもらい、

塾に住む勢いで自習したことが、この結果につながったと思います。夏からの講座で入試形式の問

題を実践的にやれたことで入試当日も落ち着いて臨めました。今年はコロナの影響があり、大変な

ことも多かったけれど、最後までクリエイトで頑張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 

 1問でも多く問題を解き、最後まで強い心を持って頑張りましょう。取り組んだ問題はきっと役

立ちます。また、塾を最大限に活用して下さい。自習室を利用し、練習したい単元のプリントをリ

クエストしましょう。何をやればよいか分からないときは先生に相談すれば大丈夫です。一人一人

にあったプリントを用意してくれます。一番大切なことは一回一回の授業を大切にし、気が乗らな

い日でも勉強を怠らないことです。先生方や仲間を大切にして、合格発表で良い報告ができるよう

頑張ってください。最後に、春日部高校を受験する人は、ぜひ僕のように FAXで本郷教室に合格

の報告をしましょう（笑）。 

 

保護者様の声 

 先生方には大変お世話になりました。コロナによる休校期間中は自己流で勉強をしていました

が、入塾してからはほぼ毎日のように自習室を利用し、質問にも丁寧に回答して頂き感謝しており

ます。保護者個人面談では塾の様子を知ることができ、学習方法や気になることも相談させていた

だき、ありがとうございました。 

 

● 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はとても優しく、ユーモアを交えて授業をして下さり、塾に通って授業を受

けるのが楽しみでした。受験では不安なことやうまくいかないこともありましたが、先生方の支え

のおかげで自信を持つことができました。今まで僕たちに寄り添ってくれた先生方に本当に感謝

しています。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 中 3 の 1 年間は長いようで短いです。あっという間に受験の日が来てしまうと思います。貴重

な時間を無駄にせず、一日一日を大切にして、悔いの残らないように勉強して下さい。大変な時期

ですが頑張ってください。応援しています。 

 

保護者様の声 

 先に入塾していたお友達の紹介で、中 1よりお世話になりました。最初のうちは授業についてい

けるか、通い続けることができるかどうか心配でしたが、一度も辞めたいと言わずに通うことがで

きました。本人は現状維持で満足していたので、歯がゆい部分もありましたが、先生方のご指導の

おかげで志望校に合格することができました。3年間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 

 受験は自分が思っていたより何倍も大変でした。数か月前の偏差値が受験校の合格基準をクリ

アしていても、最後の北辰テストで失敗し、偏差値が基準を下回ってしまったときは「自分はこれ

で受かるのか？」と不安になるばかりでした。そんなときも支えてくれたのがクリエイト進学ゼミ

でした。小規模だからこそ融通が利き、生徒と先生の距離が近いため、不安であっても良い状態で

受験をすることができました。先生方には本当に感謝しています。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験は長期戦です。しかし、与えられた時間は長いようで短くもあります。ダラダラとしていた

ら、いつのまにかテスト前ということもあります。繰り返しになりますが、与えられた時間は長く

はありません。時間を上手に活用して受験を乗り越えて下さい。 

 

保護者様の声 

 小 6から 4年間大変お世話になりました。ありがとうございました。中 1・中 2の頃は部活動と

の両立がうまくできない時期があり、塾に救われました。中 3になってコロナによる休校で塾も休

講となり不安もありましたが、細かい指示による課題をたくさん出して頂き、フォローもして頂い

たので、学校再開からのペースをつかむことができました。先生方の丁寧な指導のおかげで、どう

にか第一志望校に合格できました。クリエイトの少人数でアットホームな感じは息子には合って

いたようです。心より感謝申し上げます。 

 

■ 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 

 授業中にプラスアルファのことや中学校では習わないテクニックを教えていただけるので１回

１回学習したことが印象に残りやすかったです。応用だけでなく基礎も何度も扱って下さったの

で苦手教科もついていくことができました。コロナによる休講のときもしっかり対応して下さっ

たので、中３新学期から良いスタートがきれたことも良かったです。また、周りの人と違う中学校

に通っていましたが、テスト対策もしっかり対応していただけました。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 

 周りの人と中学校が違っていても、クラスメートも先生も優しいから大丈夫！出された問題に

対して全然できそうにないときも逃げずに取り組んで、先生の話を聞いて、くりかえしやっている

とできるようになります！ 

 

保護者様の声 

 １年半の間、お世話になりました。入塾してから勉強の仕方はもちろんのこと、気持ちの持ちよ

うや受験に向けてのモチベーションの面でも支えていただいていたと思います。受験は結局、本人

次第ではありますが、信頼できる存在が中学校の担任の先生以外にもいてくれたことが本当にあ

りがたかったです。ありがとうございました。 



● 大宮北高校 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 

 クリエイトは授業が分かりやすく、勉強しやすい環境が良い点ですね。また、数学の公式や社会

の語呂合わせなども頭に残りやすいものが多くて、受験でも役に立ちました。受験を通しての感想

は、やはり努力は大切ということですね。そんなの当たり前だろと思う人が多いかもしれませんが、

私は今回の高校受験でそれを体感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 

 自分が言えることではないかもしれませんが、普段から字はきれいに書くようにしましょう。テ

ストのときだけきれいに書けばよいと思っていても、きれいに書くことに時間がかかってしまう

ので、普段からきれいに書くようにするべきです。また、寝付くのが遅い人は、入試前日の夜は 22

時くらいには布団に入っていた方がいいです。私は寝付くのに 3時間かかり、4時間しか寝れませ

んでした。しかし、緊張していたためか全く眠くなることはありませんでした。よって、もし入試

前日にあまり寝付けなくても大丈夫です。絶望しないで下さい。 

 

保護者様の声 

 初めての受験で親子共々わからないことだらけでしたが、保護者個人面談では色々と相談にの

って頂き、とても心強かったです。息子も無事志望校に合格することができ、喜んでいます。本当

にお世話になりました。 

 

 

● 大宮北高校 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 

 先生方の授業が分かりやすく、面白いことも混ぜながらやって下さったことが良かったです。お

かげで、塾で勉強しているときは家で勉強しているときよりも辛くないと感じることが多かった

と思います。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 これから受験勉強が始まるみなさんは不安なことがあったり、面倒くさいと思っている人が多

いと思います。しかし、その気持ちのまま勉強をしていては、絶対に合格したいと思っている人に

いつか上を行かれてしまいます。そうならないためにも諦めないで勉強を続けて下さい。受験生の

みなさん、頑張ってください！！ 

 

保護者様の声 

 あまり勉強をするのは好きではなかったのですが、塾には嫌がらずに通っていました。受験勉強

が辛く、成績が思うように上がらずに悩んでいるときも親身になって対応して下さり、良いところ

をほめながらしっかりサポートしてくださいました。兄のときもですが、今回も本当にお世話にな

りました。ありがとうございました。 



■ 大宮北高校 合格  Ｉ・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 

 授業がおもしろくて分かりやすかったです。夏期講習も冬期講習もきちんと勉強できたので、休

み明けでもおいていかれることがありませんでした。試験対策のおかげで高得点をとることがで

き、受験対策のおかげで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 

 頑張ってください！応援しています！ 

 

保護者様の声 

 中１の夏期講習からお世話になりました。家ではなかなか勉強しないので、テスト対策の授業は

大変ありがたかったです。先生方も優しく、楽しく通わせてもらったことが良かったと思います。 

 

● 大宮北高校 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 

 クリエイトに入るまでは酷い成績でしたが、クリエイトに入ってからは定期試験の順位を 90位

台から 20位台に上げることができました。受験シーズンのときは苦手な科目を克服できるように

様々なことを教えてくださり、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 

 努力はどんなときでも報われるわけではありません。報われるまで、努力をして下さい。 

 

保護者様の声 

 中 1のときはあまりにひどい成績だったため、塾に通う必要がありました。どの塾が良いか考え

ていた際、大内先生が親身に相談にのってくださり、クリエイトに決めました。入塾してからは成

績も伸び、本人の希望する高校にも合格できました。大変感謝しております。約 2年、ご指導いた

だきありがとうございました。 

 

■ 浦和南高校 合格  Ｓ・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 

 授業以外でも分からないところをとことん教えて下さり、苦手なところを克服できました！本

番でも習ったことをしっかり活かすことができたと思います。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 ほんっとにほんっとにしっかり勉強して下さい（笑）。自分の分からないところや苦手なところ

を見て見ぬふりをしないで、しっかり向き合って出来るようにしよう！！！ 

 

保護者様の声 

 入塾し、勉強する習慣が身についたことが一番本人の力につながったと思います。受験に向けて

も個人的に分からない個所や勉強法を教えて下さり、質問しやすい環境を作って下さり、励まし合

える仲間にも恵まれたおかげで最後まで走りきることができました。先生方はコロナ禍の中とて

も大変だったと思われます。感謝しきれません。約２年間、ありがとうございました。 



● 浦和南高校 合格  Ｏ・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 

 私は中 3 の春からクリエイトに通い始めたのですが、新しい学習内容の授業でも過去の内容を

復習しながら授業が進むため、自然と過去の学習も定着していると感じました。夏休みなどの講習

で使ったノートやプリントは受験当日まで活用することが大切だと思います。時間のあるときや

移動時に熟読することでしっかりと頭に残りました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 中 3の春まであまり勉強をせず部活に打ち込んでいましたが、当時より偏差値を 10くらい上げ

ることができました。初めは目標というより憧れに近い高校でも、塾の授業や課題にきちんと取り

組めば自信をもって受験できるようになります。当日に不安にならないように自分の最善を尽く

すことが大切だと思います。私は受験の前日、心配のあまり 4時間しか寝られませんでしたが、当

日は今まで以上に良い点数が取れました。アクシデントがあっても気にしないことが大切です。 

 

保護者様の声 

 部活動の大会がなくなったため、なかなか受験への切り替えができず困難な年でしたが、先生方

の丁寧な声がけのおかげで一度もネガティブになることなく前向きに走りきることができました。

特に最後の一か月は塾でいただいた教材をボロボロになるまで繰り返し取り組み、親も驚くよう

な集中力を発揮していました。入試前日は緊張で眠れなかったようですが、先生のアドバイスに従

い、本番は落ち着いて取り組めたようです。先生方の細やかな対応に感謝してもしきれません。あ

りがとうございました。 

 

 

● 伊奈学園総合高校 合格  Ｓ・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 

 クリエイト進学ゼミの授業は分かりやすく、笑顔で溢れていたため、学力に加えて表情筋も鍛え

ることができて満足しています。また、先生方が結果だけでなく努力の様子も見て下さったため何

度も自分自身をアップデートすることができました。質問に対し丁寧に答えて頂いたり、快くプリ

ントを下さったり、本当に感謝しています。中学生という 1つの分岐点で、クリエイトに出会えて

本当に良かったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私は中学 1年生の頃、勉強を疎かにしたため、何が分からないのかすら分からないという状況に

なりました。成績が下がるのは一瞬と肝に銘じて下さい。それから、受験は心身ともに乱れやすい

ので、よく労わってあげてください。皆さんが次に流す涙が嬉し涙になることを願っています。 

 

保護者様の声 

 第一希望の高校に合格することができ、感謝しています。成績が思ったように上がらず伸び悩ん

でいた時期をやっと乗り越えたときは先生もとても喜んで下さり、親身に対応して頂きました。本

当にありがとうございました。 



 

■ 伊奈学園総合高校 合格  Ｈ・Ｃ 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の夏期講習で基本を復習し、冬期講習で練習し、直前ゼミで仕上げるという３つの段階があ

り分かりやすかったです。自習室もあり、自分の勉強がしっかりできました。長時間ダラダラする

のではなく短時間に集中して勉強するタイプなので他の塾よりは通いやすいと思います。22：00

までには絶対に授業が終わるので、夜の睡眠が確保できて良かったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 １週間に１回だけ、１時間程度の好きなテレビを見る！精神が安定します。入試１か月前からは

毎週日曜日に受験当日のスケジュールで問題を解くことがオススメです！クリエイトの授業を真

面目に受けて課題をしっかりやれば受かります！入試本番は落ち着いて臨みましょう！ 

 

保護者様の声 

 決まった先生が丁寧に分かりやすく教えて下さり、子供も最後まで諦めずに続けることができ

ました。自習室が充実していて、友達と一緒に自主的に勉強に取り組めたようです。受験では勉強

だけでなくメンタル面でも指導して下さり、自信をもって臨めました。ありがとうございました。 

 

 

● 伊奈学園総合高校 合格  Ｓ・Ｃ 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 1・中 2の頃は塾の時間と水泳のクラブチームの練習時間が被っていて、あまり授業に参加で

きませんでしたが、先生方が授業後にフォローをしてくださったことに感謝しています。先生方は

疲れているのにもかかわらず、丁寧に教えて下さったので、自分も頑張ろうと思い、日々のやる気

につながりました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 中 1の頃から定期試験は大切です。試験前に勉強したことは意外と長く頭に残っているので、1

回 1回のテストを大事にしてください。受験では内申点も大切になります。偏差値が思うように上

がらなくても内申点が良ければ私立高校の上のクラスの確約をとれることもあるので、授業はし

っかりと受けて、受験で有利になれるように早めの準備をしておくと良いと思います。 

 

保護者様の声 

 小 6 から 4 年間大変お世話になりました。個別での補習等、対応して頂くことも多くあり感謝

の気持ちでいっぱいです。おかげさまで第一志望校に合格することができました。娘の気持ちが落

ちこんでいたときも優しくお声がけして頂き、精神的な面でもサポートして頂きました。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・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 

 先生がみなさん優しい人で、集中が途切れないように笑いを混ぜて授業をしてくれるところが

良かったです。直前ゼミでは入試と同じ形式の問題をたくさんやれたことで、入試当日の点数を大

きく伸ばすことができたと思っています。語呂合わせや大内式の覚え方とか、かなり役立ちました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 私は中 3の夏休みから通いましたが、当時の偏差値は 47でした。しかし、そこから偏差値を上

げ、入試当日は普段の練習よりも良い点をとることができ、合格することができました。どんなに

努力をしても、落ちるときは落ちてしまうのが受験です。運による部分もあるかもしれません。み

なさんが今、勉強していることは、その運があまりなかったとしても合格できるための大事な保証

になります。時々は息抜きをしながら充実した受験 yearにして下さい。頑張れ！ 

 

保護者様の声 

 中 3の夏休みからご縁に恵まれ、本郷教室に通塾させて頂きました。机に向かう習慣のない子が

初めて日々学習することの厳しさを知り、勉強する大切さや努力することの素晴らしさを実感で

きたようです。先生方や違う中学校の愉快な仲間との出会いに心から感謝しています。この塾でな

ければ志望校に合格することは難しかったと思います。優しく厳しく指導してくださり、本当にあ

りがとうございました。 

 

 

● 春日部女子高校 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 

 入試に出そうな問題や、教科ごとに基礎を一から教えて下さったので、基本的なところで引っか

かることが少なくなりました。授業では難しい問題もたくさん解いたので、入試で似たような問題

を思い出して解くことができました。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 

 私は本気で受験勉強を始めたのが遅くなってしまったので、自分のやるべきところをやりきる

ことができませんでしたが、確実にできる問題を１つずつ増やすことで点数を上げ、志望校に合格

することができました。これから受験が終わるまで頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 クリエイト進学ゼミの先生方には大変感謝しております。娘の体調が悪いときに個別に対応し

てくださり、そのおかげで勉強も遅れることがありませんでした。なかなかやる気スイッチが入ら

ず、成績が伸び悩んでいる際も根気よく本人と話して頂きました。そのおかげで本人の希望する高

校に入ることができました。本当にありがとうございました。 

 



 

● 春日部東高校 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 

 先生方がどんな質問でも優しく丁寧に答えて下さるので、深く理解することができました。クリ

エイトに通うことで、様々な解き方を知って知識を増やすことができて良かったです。一番良かっ

たのは先生方がとても面白いことです（笑）。覚え方や公式をユーモアを交えて教わることで、よ

り記憶に残りました。そんな先生方の支えもあって、不安なことがたくさんあった受験も最後まで

後悔のないように努力できました。受験を通して自分を追い込むことの辛さや努力をたくさんし

た後の達成感を知りました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 努力をしても思ったような結果が出ないときや、周りとの差を感じて不安になるときも、自分な

りの全力を出せば、いつか絶対に良い結果が出ます。他人なんて関係ないし、自分が後悔しないよ

うに努力するしかないと思います。また入試直前は複雑な心境になると思いますが、自分が積み重

ねてきた努力は絶対に自分を裏切ることはないし、入試当日必ず役に立つので、胸を張って臨んで

ください。合格発表の日に、自分がどういう気持ちでありたいのかを考えたら、自然と勉強のモチ

ベーションになると思います。誰にでも可能性があります。頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 部活を引退してからの入塾でしたので、８か月ほどでしたが、とても楽しく通わせていただきま

した。志望校を決めてからは「絶対に受かる！」と気持ちもより前向きに取り組んでいた様子でし

た。先生方の励ましやお声がけのおかげで無事第一志望の高校へ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。 

 

 

■ 浦和北高校 合格  Ｋ・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 

 先生の教え方が分かりやすかったです。塾に通う日数は多かったけれど、そのおかげで合格する

ことができました。あと、先生たちが楽しかったです。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 やればやるほど良い結果がついてくると思うので頑張ってください。やったもん勝ちだと思い

ます。 

 

保護者様の声 

 兄・妹とお世話になりました。なかなか志望校が定まらず冷や冷やしましたが、見守ってご指導

していただき、ありがとうございました。ご心配いただいたと思います。高校でもしっかりやって

ほしいです。本当にありがとうございました。 



 

■ 上尾高校 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 

 中３になってから過去問をたくさん解くことができて良かったです。先生が入試に出やすいと

ころや注意するべきところを詳しく説明してくれたところも助かりました。小テストをたくさん

行ったことで色々な知識を身につけられたことも力になりました。受験はとてもつらかったけれ

ど、最後まであきらめずに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 

 たくさん勉強して下さい。最後まであきらめないで下さい。気持ちが落ちこむことはあるけれど、

他の友達もそれは同じなので我慢しましょう。友達とお互い高めあえる関係を築いて下さい。 

 

保護者様の声 

 みんな同じように受験に向けて大変な思いをしていると分かっていても、何度もくじけそうに

なっている息子を見て親の私も気持ちが落ちこむこともありましたが、息子には辛い状況を乗り

越えてほしかったので時に厳しく時には気づかいフォローしました。その気持ちを分かってくれ

たのか、最後まで諦めず第一志望の高校に合格することができました。今回、息子は達成感を得ら

れることができたので、今後の高校生活でもこの経験を活かして、色々なことにチャレンジしても

らいたいです。 

 

■ 市立川越高校 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 

 クリエイトの良かった点はテスト対策や北辰対策がしっかりしていた点です。北辰テストだけ

でなく入試問題もくりかえし解くことで問題に慣れることができました。講習会では単元ごとに

復習していただき、自分のできていない部分がよく分かり助かりました。無事に合格できてよかっ

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 

 私は家であまり集中できるタイプではなかったので、塾の自習室があり、とても助かりました。

自習室に行けば友達がいたりするので、モチベーションが上がったり、分からないところがすぐに

先生に聞くことができて良かったです。公立受験前の先生からのお話もとても心強かったです。先

生たちに言われたことを守って頑張ることが大切だと思います。頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 小５の３学期からお世話になりました。家では勉強に集中できないと思い、早めに塾に入れまし

た。定期テスト前は生徒と面談、テスト後は保護者と面談と手厚くフォローして頂きました。中３

の夏からは色々な講習があり、夏休み明けから成績が上がったのは塾のおかげだと思っています。

公立も私立も納得いく高校に合格できたことに感謝しかありません。ありがとうございました。 



● 大宮光陵高校 音楽科 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 

 他の友人より遅れて塾に入りましたが、塾の雰囲気が良くてすぐになじむことができました。そ

して楽しく勉強することができて良かったです。合格発表の日、自分の受験番号を見つけたときは

ホッとしました。 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 （私が言えたことではないですが）提出物の期限は守り、課題は計画的に進めましょう。でない

と恐ろしいことが待っています。入試当日は身構えていても緊張するものなので、緊張しても焦ら

ないことが大切だと思いました。応援しています。 

 

保護者様の声 

 子供が塾の先生を尊敬し、先生のことが大好きで楽しんで塾に通っていたので、とてもありがた

かったです。保護者面談では子供の成績だけでなく授業での様子など細かく話していただきまし

た。クリエイト進学ゼミに入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。 

 

 

 

 

 

 

● 星野高校 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 

 先生方が生徒一人一人に寄り添って授業をして下さるところが良かったです。受験に向けて復

習するべきところや、つまずきやすいところをプリント等でまとめて下さったので、勉強しやすか

ったです。受験を通してあらためて自分を見つめる良い経験になりました。自分の足りていない部

分やこれからの将来にどうつなげていけるのかを考えるきっかけになったと思います。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 自分は周りの人と比べると勉強ができない方と思い、落ち込むことがあるかもしれません。周り

と比べることは決して悪いことだとは思いませんが、周りと比べる前に自分自身について考えて

みることが大切だと思います。苦手な部分について考えてみたり、取り組んだりして努力すること

が良い結果につながると思うので、最後まであきらめず頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 小 6 から中 3 までの 4 年間本当にお世話になりました。クリエイトと共に過ごした 4 年間は決

して楽なことではなかったように思います。この塾に通ったおかげで友達も出来ましたし、勉強に

対する価値観も変わった印象です。彼女の人生の中で、このクリエイトの思い出は１つの財産にな

ったのではないでしょうか。先生方におかれましては 4年間姉妹共々ありがとうございました。 

私立高校 



■ 星野高校 合格  Ｍ・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 

 テスト前の対策をしてくれることや、日曜日以外毎日自習室が使えて、集中しやすい環境が整っ

ているところ、個別に分からないところを教えてくれるところが良かったです。受験は長くて、す

ごく大変で、やる気をなくしてしまうこともありましたが、コツコツ勉強して知識をつけたもん勝

ちだと思いました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 ７月から大半の人が北辰テストをはじめて、受験という壁について危機感を感じ始めると思い

ます。勉強することは正直楽しくはないと思います。だけど、そこで面倒くさいと思わず地道にや

っていけば結果はついてくると思います。ダラダラやるのではなく計画をたてるとよりやる気が

でると思います。 

 

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。授業のない日も自習室で勉強させてもらい、学

習する習慣が身についたと思います。テスト対策は長時間だったので辛いのかなと思いましたが、

子供も友人と一緒に刺激し合い、頑張れたと思います。苦手な国語や英検対策も個別に相談して頂

き、助かりました。ありがとうございました。 

 

 

 

■ 星野高校 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 

 １つ１つの授業でアドバイスやポイントを教えてもらったり、多くのプリントをもらえて、自習

や家庭学習に活用し、受験への意識を高めることができました。他にも同学年の子が多いので、分

からないところを教え合ったりして、勉強にやる気をもつことができました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 受験はとっても長いようで、とっても短かったです。１日１日を無駄にしないように大切にし、

休憩もとりながら自分の第一志望に向かって頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 中３になって、「いよいよ受験！」と思った矢先にコロナが流行し、高校見学や授業も制限され

る日々、どうなるか親子で不安でしたが、塾の先生の面談やアドバイスとともに本人もやる気を出

してくれて、自習室を活用し、友達と一緒に勉強を頑張ってきました。ありがとうございました。 

 

 

 



■ 栄北高校 合格  Ｓ・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 

 とにかく楽しかったです。先生も面白くて話しかけやすかったので質問も気軽にできました。友

達が塾で一生懸命勉強していたので、自分ももっと頑張ろうと思えました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 分からない問題は先生に質問して、早めに解決した方がいいです。勉強は楽しんだもん勝ち！自

分の目標に向かって頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 決して勉強が好きとは言えない娘ですが、休むことなく通い続けたのは単なる受験スキルだけ

を教える場所ではなかったということなのだと思います。家でも先生方の話題がよく出てきたの

で、クリエイト進学ゼミのようすが活き活きと想像できました。よほど楽しい時間を過ごせたので

しょう。その上、志望校に受かり感謝でいっぱいです。ありがとうございました。 

 

 

 

● 埼玉栄高校 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 

 先生がみんなおもしろくて楽しく勉強できました。語呂合わせなどもおもしろくて簡単に重要

事項を覚えることができて助かりました。また、一人一人にアドバイスやメッセージをくれて、自

分が足りないところがどこなのか把握することができました。自習室では分からないところを分

かるまで丁寧に教えてもらえました。プリントなども作ってもらえて、とても役立ちました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 中 3 の夏期講習での勉強がその後の勉強にとても役立ちます。そこで学んだことは本当に大事

なことなので、しっかりやっておくべきです。頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 兄妹でお世話になりました。おかげさまで 2人とも希望するところに進学できました。そして、

2人とも入塾時には苦手だった数学が、卒業時には得意科目となっておりました。苦手意識をなく

し、自信を持たせてくれました。充実した半年間でした。何より 2人とも塾の雰囲気、楽しくて真

剣な先生方が好きで、落ち着いて勉強することができました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 



■ 埼玉栄高校 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 

 部活を考慮して時間割を組んでいただいたことが良かったです。自習室が利用できて先生に質

問しやすかったです。テスト前や受験の前に復習する時間が多く取られていて、そこで教わった内

容を試験当日に活かすことができました。 

 

後輩へのメッセージとアドバイス 

 後悔しないように全力で頑張ってください。 

 

保護者様の声 

 中１から中３まで、３年間大変お世話になりました。初めての受験で分からないことが多く、た

くさん質問させて頂き、丁寧にお答えして下さいまして、ありがとうございました。受験対策も豊

富で本当に助かりました。 

 

 

● 国際学院高校 合格 Ｕ・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 

 先生方が時には厳しく、時にはおもしろく授業をして下さったおかげで塾に行くのが毎日楽し

みでした。テスト前の対策も中学校ごとにそれぞれの試験範囲に合わせた授業をして下さいまし

た。そのおかげで第一志望の高校に合格することができて、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 

 受験は想像以上に大変でした。第一志望校に合格するため、予習と復習をしっかり行ってくださ

い。失敗を恐れることなく挑戦して、目標に向かって最後まで努力を続けて下さい。受験が終わっ

たら遊びに行きましょう！当日まで頑張ってください！ 

 

保護者様の声 

 長い間お世話になり、誠にありがとうございました。塾、中学校で学んだことを高校生活に活か

して努力していくと思います。また今後もアドバイス等がありましたら、是非お力を貸して頂ける

と嬉しいです。 

 

 

 

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！ 


