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ただ１か所の教場に全力投球！

すぐる学習会とは

優学習会のご案内 １

導入部分から解説。

質問タイム・再テストがあります。

個別対応授業です。

適切な量の宿題があります。

優(すぐる)学習会は、中学受験塾の激戦区・高田馬場で、1981年に開塾しま

した。以来、中学受験のみで実績を積み重ねてきたＹＴ提携塾です。

スタッフは、「日本進学教室」で、科目担当責任者をしていました。大規模なク

ラス編成での授業に疑問を感じ独立。自分たちの目が届く範囲で、塾を運営してい

ます。合格率は毎年ほぼ100%、その指導力には定評があります。

受験では塾での学習だけではなく、家庭学習を含めたトータルなものが問われます。

「すぐる学習会」では宿題の点検がありますから、学習のリード役となります。小学

生に自主性を求めるのは無理です。

解説を聞いて板書をノートに写す授業は、中学受験を目指す小学生には不適当です。

解説したらすぐ例題で点検し、理解不足ならまた違う例題を出題する、理解が十分な

らもっと難しい問題を出題するなど、その場その場での柔軟な対応が必要なのです。

国語記述の指導・ノートチェックなど個々人に合わせた指導は小規模塾でこそ可能で

す。もちろん、同一教師が受験終了までずっと面倒をみます。

授業前・授業後に質問、またわからなかった問題を徹底して解説しています。

記憶事項で理解不十分の場合は、再テストを実施し、理解の徹底をはかります。

導入部分はただ解説を聞くだけでは理解できません。「一体授業で何を聞いてき

たの？」となりかねません。当塾の授業を体験して、その有効性を実感して下さい。

※当塾は、ＹＴのカリキュラムを忠実に守って授業をすすめていきます。

１９８１年開塾の伝統と実績。



プロ中のプロが教える！

レギュラーコースのご案内
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学年 曜日 科目 受講料（消費税込・月額）

小学６年

火

木

金

土

算数または国語

国語または算数

算数

社会・理科

時間

5:00～9:00

5:00～9:00

5:00～9:00

1:00～5:00

小学５年

小学４年

月

水

金

月

水

算数

社会・理科

国語

国語・社会

算数・理科

5:00～8:30

5:00～8:30

5:00～8:30

4:30～6:45

週４日 …52,000円＋税

週３回 …33,500円＋税

週２回 …20,000円＋税

入会金……15,000円（税込み）

四谷大塚各種テストの実費

予習シリーズなどの四谷大塚教材は実費別途ご負担ください。

四谷大塚 週テスト 通常回 毎週土曜日 午後５時15分から７時20分(終了予定) 塾実施

その他の費用

4:30～6:45

四谷大塚 週テスト 総合回組分け 日曜日 四谷大塚指定会場 実施

春期・夏期・冬期の講習 受講料



講習や受講料などの規約・約束

すぐるでは

レギュラーコース
表示は月額ですが、前期（２～７月）、後期（９～１月）の合計受講料を月
数で割ったものですので、月による授業回数の差異はご容赦下さい。。
レギュラーコース生 口座引き落とし
都市銀行・信用金庫・郵便局の口座より、毎月15日（金融機関休日の場合は
翌営業日）に翌月分お月謝（受講料）を引き落としとさせていただきます。
残高不足などの場合は、別途当方より御請求いたしますのでお振込ください。
退会の場合は、最終月の15日までに文書にて（FAX含む）ご連絡下さい。
翌月分も自動振替となりますが、後日ご返金いたします。
※ 四谷大塚テスト会の退会も15日までです。以後の連絡の場合は、理由の如
何を問わず返金されません。

上記以外で費用(受講料、テスト代金、講習費用など)納入後、引き落とし後の
返却は理由の如何を問わずいたしませんので、予めご承知置き下さい。
兄弟同時通塾割引
（５年生あるいは６年生の方が在塾の場合）４年生４月分受講料より平常月受
講料を割り引きます。
春期・夏期・冬期の各講習は、全員参加必修です。

事前にお分かりの場合は、お電話・メールなどでご連絡下さい。
お電話 03(3208)6808 メール suguru@suguru.jp

連絡なく欠席の場合は、お電話にてお問い合わせすることがございます。
欠席時配布のプリントは、次回に配布致します。
欠席時の学習内容についてはできる限りご連絡致します。また、ご家庭で
学習してきた場合は、担当講師にご提出ください。

個別面談を年２～３回実施いたします。
他にご要望に応じて個別面談を随時実施いたします。

新４年生より全員参加を前提としてカリキュラムを組んでいます。
不参加の場合は、開始一月前までにお申し出ください。

遅刻・欠席

個人面談

各種講習

受講料について

優学習会のご案内 ３



例年説明会などで質問されることを列挙しました。

Ｑ＆Ａ
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ご父母の皆さんは、板書して、説明して、ノートに写して、という授業風景を思い浮かべませんか？実際多く

の予備校・進学教室はこの形態です。こうした、昔ながらの授業では、テスト力（実際のテストで得点する力）

がつきません。なぜなら、その後に問題練習・復習をたっぷりするのが前提の授業だからです。また、家庭で予

習をたくさんしてくるのを前提としてその先を授業で教えるのも、家庭の負担がとても大きくなります。

すぐるの授業は、ただ板書してノートに写させて終わりではありません。理解度を確認しながら授業をします。

当塾は四谷大塚ＹＴネットの提携塾です。予習シリーズは、02年四年生用から全面改訂されました。以前より

さらに、すばらしい教材になっています。

質問への回答ですが、同じ教材でも教え方が違います。指導形態も違います。また、塾の雰囲気や生徒とのコ

ミュニケーションが絶対的に違います。したがって、学習内容の浸透力・理解度が違うのです。

塾・予備校では、別に記述講座を開設してそれもとりなさいと、勧めるところがあるようです。時間的・経済

的負担が大きいですね。あるいは、全員一緒に講師がお手本を示して、終わりのパターン。

すぐるでは、実際に授業中に一人一人に書かせ、直させます。こうして、「書く力」がついていきます。

個人指導では、一人一人に合わせたカリキュラムと、大変聞こえはいいのですが、実態は経験のないバイト学

生が、場当たり的に指導しているのが大半です。中学受験は指導経験が必須です。

すぐるでは、小グループの集団授業と個別的な授業とを組み合わせています。

私たちは、日本最古の進学教室より独立してから、一貫して高田馬場で指導しています。地元密着型です。

また、大手ではマニュアルに従って誰でも教えられるようなシステムで運営しているところが多いものです。

冗談の内容まで指示されている場合もあるようです！

人が人を教えるのが基本のはずなのに、これでは一体…と、疑問を感じませんか？

合格校の一覧を(塾にて掲示)ご覧ください。いろいろな学校に合格させています。６年後半からの、個別的な

宿題と指導で十分な成果をあげられます。別途に学校別対策講座を、受講しなくとも大丈夫だという証拠といえ

ましょう。

確かにお姉さんがいってらしたところは、この宿題を家庭ですることにより、学力がついているとも言われて

いますね。すぐるでは、妥当な量と質と、「フォロー」する、さらに「チェック」するように努めています。

塾の授業形態は、みんな同じ？

四谷系だから予習シリーズですね。同じ教材なら，どこの塾でも同じでは？

国語の記述練習はどうすれば？

個別・個人指導と違う点は？

今，某大手に通っていますが，先生がころころかわりまして…

学校別の指導はどうなっていますか？

宿題の量はどうですか？姉が膨大な宿題量の塾へ通っていたのでもうこりごりです。



明るく，楽しく学びました。

合格体験記
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2016恵泉・大妻中野 他 合格 「個人塾みたいな集団塾」

千代田区立九段小学校 Ｕ．Ｔ． さん

私は，小学五年生のころにすぐるに入りました。前の塾では勉強のペースもつかめず，分からない所も先生に質問

できなかったので，母にすすめられてすぐるに入りました。

しかし塾に入って，周りの子がどんどん友達をつくっているなか，なかなか馴じめず話すことができませんでした。

でもクラスの子が話しかけてくれたり，先生も話すチャンスを与えてくださったりして，六年になった頃やっと話すことが出来るように

なりました。

すぐるは集団塾ですが，個人塾のようなところがあり，一人ずつ先生に教えてもらうことができます。私は，その一人ずつの授業のお

かげで今まで分からなかったところが分かるようになり，また，苦手だった算数の公式も覚えられるようになりました。

学校決めには，とても悩みました。私の志望条件は，プールがないこと，女子校であること，吹奏楽が盛んなことでした。しかし，私

の意見，母の意見，父の意見がそれぞれ違い，何校も説明会に行き，過去問もたくさん解きました。そして，ようやく学校が決まったの

が十二月頃でした。

入試当日。前日から，母がインフルエンザにかかり不安が倍増しましたが，以前解いた問題ができ，合格の手応えを感じました。結果

は合格でした。しかしそこは第一志望校ではなかったので，本命の学校にはもっと力を入れていこう！と思い，全力で第一志望校に臨み

ました。しかし結果は不合格。とても悔しくなりましたが，ここであきらめてはいけない！と思い，次の入試まで復習をしました。本命

以外の学校は全て合格しましたが，なぜか本命には三回とも合格することができませんでした。悔しくて悔しくて，涙が溢れました。す

ると，その一時間後くらいに電話がかかってきて，繰り上げ合格と言われました。

成績が悪かった私が，合格するなんて夢にも思いませんでした。私が合格出来たのは，二人の先生のおかげです。永瀬先生，岸本先生，

二年間本当にありがとうございました！

2016鴎友・広尾学園 他 合格 「あきらめずにがんばれた!!」
新宿区立戸塚第三小学校 Ｍ．Ｆ． さん

私は４年生の２月にすぐるに入りました。私としては初めての塾だったので小学校４年生レベルほどの知識しかな

く，ほとんどの問題が解けませんでした。しかし，岸本先生や永瀬先生は，はじめからていねいに教えてくださり，

そのころの３０程度だった偏差値が６年生の１２月には６２まで成長し，第一志望の鴎友も合格可能性が８０パーセ

ントになったので，とてもうれしかったです。しかし，実際過去問を解いてみると，そううまくはいかず，もちろん解けなかった問題も

ありましたが，特に算数はうっかりミスが大半を占めていました。そこで岸本先生にどこでまちがえやすいのか，調べてもらい，ミスを

なくす方法を教えてもらいました。

鴎友の入試当日，がんばってきた自分を信じ，うっかりミスに気をつけながら問題を解きました。

入試が終わり，私は不安におそわれました。なんと算数が全然解けなかったのです。しかし，なぜか母が「受かってたよ！」と言って

いたので，うそでしょ!?と思いました。半信半疑の気持ちで発表会場に行ってみると，なんと！4021とあったのです。！そのときは本当

にうれしかったです。あきらめずにがんばってきてよかったなと思いました。ここまでサポートしてきてくれた岸本先生，永瀬先生，本

当にありがとうございました。



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

私は６年生の５月に優に入りました。明るい雰囲気の塾だったので，すぐになじむことができました。はじめは受

験の意識もなく，勉強はあまり必死にしていませんでした。でも時が経つのは早く，あっという間にすぎて１１月に

なってしまいました。私は帰国子女なので，１２月に入試があったため，あわてて勉強をはじめました。一緒に英語

の勉強もしないといけなかったのでとても大変でした。そのかいもあり，１２月校にはすべて合格することができました。しかし，第

一志望だった１月の洗足学園は落ちてしまいました。とても悔しくて涙があふれました。でも，岸本先生に，「もう一度一緒にがんば

ろう」と言ってもらい，元気が出ました。本当はちがう学校を２月は受ける予定でしたが，どうしてもあきらめきれなかった洗足学園

を受けることにしました。あの時の悔しさが忘れられなかったので，１か月学校を休んで毎日優に行きました。そこで，自分の苦手な

部分の補強をしたり，学校の分析をしてもらい，その対策をしました。そして入試当日は，あまり緊張することなく受けることができ

ました。

１月の努力のかいがあったのか，無理だろうと思われた洗足学園に合格することができました。はじめは信じられなかったけれど，

実感がわいてくるとうれしくて涙が出ました。

この合格を勝ち取れたのは先生方のおかげです。岸本先生，永瀬先生，短い間でしたがありがとうございました。転塾して良かった

です！

↓Ｓ．Ｎ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

娘が受験したいと言い出したのが、4年生の冬。まわりは3年生の冬から塾通いのため、少し遅れたスタートです。近所の大手塾のテ

ストを受けても散々な結果で入塾すらできませんでした。そこで、個別塾に入り追いつこうとしましたが、一向に成績は上がりません

でした。

心配になり、やはり親が勉強を見るべきなのかとネットで教材を探していたときにすぐるゼミを見つけました。とても分かりやすい

解説で、親の私が夢中で算数の問題を解き、こんな風に教えてくれる先生がいればいいなと思っているだけでした。

ある日、HP を見て優が塾であることにやっと気付いた私は、娘の成績の低迷と、その頃通っていた塾の商売気質に嫌気がさしてい

たこともあり、思い切って転塾の決意しました。6年生のゴールデンウィークが過ぎた頃です。そんな時期に転塾するわが娘を永瀬先

生は快く迎え入れて下さいました。

入塾後も必死になる娘の姿を見ることはあまりなく、やきもきしていましたが、算数がすごく分かるようになってきたと話すように

なりました。前の塾ではマンツーマンでもそんな言葉は出てこなかったので、さすが中学受験のプロだと、そこからは親の私が口出し

する事は一切なくなり、先生方におまかせする事にしました。

そして迎えた受験当日。滑り止め校に受かった娘は岸本先生がいなければここにすら受からなかったと思うと。本命校は入塾当初は

受験する事すらできないだろうと思っていた学校だったため、まさかの合格をいただいた時はあらためて優の偉大さを感じました。多

少遠くても通わせて本当によかったと心から思いました。

優学習会の良さは、集団塾と個別塾のまさにいいとこどりの授業だと思います。

また、一番の収穫は、娘が、苦しいはずの受験前の時期でも勉強する事が楽しくなってきたと言い出した事です。おかげで我が家で

はピリピリする事もなく、自然体で当日を迎える事ができました。

全ては優学習会の先生方の、温かで楽しい雰囲気と確かな指導力のおかげだと本当に感謝の気持ちでいっぱいです。他にも書きたい

事は山ほどありますが、最後に、永瀬先生、岸本先生ももう決してお若くはないので(スミマセン)お体が心配です。どうか、この素晴

らしい塾を１日でも長く続けていただける事を心よりお祈り申し上げます。

優学習会のご案内 ６

2016洗足学園 他 合格 「奇跡の合格」

世田谷区立小学校 Ｓ．Ｎ． さん



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

私は４年生の３学期に優学習会に入りました。最初は，初めての先生にとまどうこともあったけれど，すぐに慣れま

した。５年生の頃はまだ受験をきちんと受け止めていなくて，遊んだりさぼったりしてしまいましたが，岸本先生や永

瀬先生のフォローのおかげで少しずつ成績が上がっていきました。６年生の合不合判定テストでは，とても良い結果が

出て勉強に身が入るようになりました。だんだんと受験を意識するようになり，１２月頃には随分と成績が安定するようになりました。

初めての受験の日は，緊張感が全く無かったのですが，浦和明の星女子中学校を受験した日は緊張しました。

浦和明の星では問題をもらえたので，すぐるに行って採点したもらったら理科がとても悪くて絶対落ちると思い，焦って動揺してしま

いました。ところが無事合格をもらえて，安心しました。みなさんも，例え失敗して，もうダメだ…と思っても焦らず，希望を持ち続け

てください。

２月になり，いよいよ本格的な受験が始まりました。２月２日の豊島岡女子学園中学校では，国語で失敗し，社会では１つの簡単な問

題の答えをド忘れしてしまい，書けませんでした。頭では焦ってはいけないとわかっていたのに，実際は冷静になれず，ヤバイかも…と

思いながら家に帰りました。ですが，得意の算数と理科は自信があったので，そのおかげで，無事合格を頂くことができました。

これらの合格は，優学習会に入ったからこそ得られた物であり，優学習会のおかげだと思っています。優しい２人の先生にはとても感

謝していて，大好きです！今まで，全然勉強していなかった私を成長させてくれて本当にありがとうごさいました。

↓ Ｓ．Ｏ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

新小５から入塾した娘は当初は受験するかどうかもはっきりしない状況でした。それでもすぐるはとても楽しいようですぐに慣れてい

きました。こちらの事情もあって、本気で受験する気はあるかと娘に聞いたら、アッケラカンと「受験したい！」という返事が返ってき

ました。すぐるに通うことですぐるの先生達やお友達と共に受験に挑戦したいと考えるようになっていったのだと思います。

でも、学習については本当にいい加減でした。あまりのいい加減さにこの子は勉強嫌いなのだと悩みましたが、先生に相談すると勉強

嫌いはあり得ないという返事が返ってきました。自宅で見ている娘と塾で学習している娘は違ったのでしょうか・・・親としても、そん

な娘が何を考えているのかさっぱりわからないまま１年が過ぎました。いい加減な割にはすぐるが大好きでしたから塾内ではしっかり学

習していたのだと思います。徐々に偏差値が上がっていき、小６の最初の合不合でいきなり高偏差値を取ってから、娘は変わりました。

これまではボンヤリしていた志望校が娘の中でハッキリと決まり、ひたすら目標に向かって勉強するようになったのです。とは言っても、

ロングスリーパーの娘の勉強時間は決して多くはありませんでした。一時期、本人の希望もあって睡眠時間を調整しようと試みたのです

が、結局頭が回らなくなり、効率が悪いので、無理はせずペースを変えずにそのまま最後まで過ごしました。

そして迎えた１月受験ですが、少々不安が残る結果となったため、メンタル面でこのままズルズル崩れていったら2月本番はどうなって

しまうのかととても心配になりました。でも先生達にフォローをいただいたおかげで無事に豊島岡女子学園に合格をいただくことができ

ました。

大好きなすぐるで受験を迎えられたこと、こちらの事情や娘の性格を汲み、いろいろ対応いただけたことに本当に感謝しています。永

瀬先生、岸本先生、どうもありがとうございました。

優学習会のご案内 ７

2016豊島岡・浦和明の星 他 合格 「成長させてくれたすぐる」

豊島区立目白小学校 Ｓ．Ｏ． さん



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

私は，すぐる学習会には心あたたまる空気があると思います。

国語と社会を教えるユーモアあふれる永瀬先生，そして算数と理科を教えるパズルが大好きな岸本先生のもとで

中学入試のための準備の勉強をしていると，とても充実した時間が過ごせました。特に１２時間授業が楽しかった

です。これは，お昼御飯も夕食もすぐる学習会の生徒さんたちと食べるというものです。また，岸本先生は，様々な難問に関する質問

に細かく答え，分かりやすく教えて下さいました。そして，永瀬先生は教室にほっとする空気を作って下さいました。

すぐる学習会では，素晴らしい先生方に出会えた上に，勉強熱心な，素晴らしいお友達ができました。これから中学生になっても，

また，すぐる学習会にお友達と一緒に遊びに来たいと思います。

↓ Ｓ．Ｎ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

塾が楽しくて勉強が楽しくて、その結果「楽しい受験」となりました。永瀬先生と岸本先生に心より感謝致しております。

先生方のお人柄と熱いご指導が、娘は大好きでした。

「永瀬先生のおく深～いジョーク」がどれほど意味深くて面白いか、「岸本先生の猛烈な勉強ぶり」がいかに凄いか、など 家では

とても楽しそうに話しておりました。「・・先生は常に研究して最新の問題解決法を知っている、すごいなぁ。」と感動し感心し、

「プロフェッショナルに習うことができてとても幸運」だと申していました。これがさらなるやる気へとつながりました。

更に、両先生は生徒一人ひとりの気持ちと状況をよく分かっていらして各々の生徒に有効な問題集や勉強方法を抜群のタイミングで

ご指導くださった事、これは大変ためになりました。「永瀬先生と岸本先生はなんて素晴らしいのでしょう!」と、我が家では親子で

口癖のように繰り返していました。

実は入試の面接で、「あなたにとって よい先生とはどういう先生のことをいうのですか？」と質問されました。

「生徒の気持ちがわかる先生、そして教えることと学ぶことがとにかく好きな先生のことです」と答えたのは、永瀬先生と岸本先生のこ

とを即座に想い浮かべたのだな・・と、私にはわかりました。

大変良い時間を過ごさせていただきました。すぐるで培った「学ぶ姿勢」を中学生活に活かして参りたいと思います。

精神的なサポートも含め誠にお世話になりました。有難うございました。

優学習会のご案内 ８

2016洗足学園・白百合 合格 「とても楽しかった中学入試」

新宿区立小学校 Ｓ．Ｎ． さん

僕は，３年間すぐる学習会に通わせていただき，悲願の第一志望校に合格することができました。

４年生の５月上旬にすぐるの体験授業を受講したとき，初めてということもありとてもきんちょうしたものの，

岸本先生の面白く分かりやすく丁寧な授業ですぐ和むことができたことを今でも鮮明に覚えています。

すぐるは，何といっても２人の先生と生徒達の距離がとても近い点がいいと思います。

永瀬先生も岸本先生も本当にお優しく，熱心な指導をして下さり，親身になって対応して下さるので，分からない点があればすぐ質

問したり，相談することができ本当に助かりました。

僕自身，算数や理科での苦手分野・社会や国語での分からない記述問題を質問し，１問１問しっかりと解けていったことが，この合

格につながったと思います。

塾の雰囲気も非常に良く，授業も楽しくみんなが楽しんで勉強できていたと思います。

僕も３年間すぐるにお世話になりました。成績が残念ながら落ちてしまったこともしばしばあったものの，一度もすぐるを苦に思わ

ず，楽しんですぐるに通塾することができました。それは，先生２人の熱心な指導があったからです。

永瀬先生，岸本先生，３年間ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

2016学芸大学附属竹早 合格 「すぐるに感謝」

学芸大学附属大泉小学校 Ｒ．Ｔ． 君



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

私は新６年生のときに入塾しました。初めの頃は，入塾する時期が遅かったこともあり不安でいっぱいでしたが，

先生方のおかげで塾にすぐに馴染むことができました。

私は国語と社会が苦手でした。国語は記号問題ではよくひっかかり，記述では的外れなことを書いていたし，社会

を暗記をしてもすぐ忘れてしまっていました。しかし国語ではとにかく多くの問題を解き，社会では繰り返し暗記を

するという永瀬先生の授業により少しだけ苦手を克服することができました。

私は，算数と理科は得意でしたが，すぐる学習会に入るまであまり勉強していなかったので解き方が分からない問題も多くありまし

た。しかし岸本先生が私が分からない問題を丁寧に教えてくださったおかげでたくさんのことを知ることができました。

また，すぐる学習会に「はんこカード」「退場制度」があったことも，苦手分野の克服や得意分野をもっと伸ばすことにおいて良い

ものになったと思います。

私はすぐる学習会に通い，勉強は大変だったけれどとても楽しかったです。

先生方，この１年間本当にありがとうございました。

↓ Ｒ．Ｙ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

娘は新６年から止むを得ない事情での転塾でしたので，新しい環境になじめるかとても心配しておりましたが，先生方の楽しい授業

のお陰ですぐ塾が好きになった様でした。

５年までは週テストのための付け焼き刃の勉強という感じでなかなか基礎が身についておりませんでしたが，すぐるでお世話になっ

てからは苦手で避けていた暗記に時間を費やす様になりました。

すぐるの『アメとムチ』の様な制度に俄然張り切り，努力した様です。

算数と理科は元々得意でしたが，できないところを質問し，岸本先生が解りやすく教えて下さったお陰で更に得意な教科となった様

です。

どの教科も小さな努力の積み重ねでここまで来ることができたと思っております。

先生方が努力する様に導いて下さった事にとても感謝しております。

１年間と短い期間でしたが，内容の濃い１年を過ごし志望する学校に合格する事ができたと思っております。手厚くご指導下さり，

本当にありがとうございました。

優学習会のご案内 ９

2016洗豊島岡・吉祥女子 他 合格 「この１年間」

豊島区立目白小学校 Ｒ．Ｙ． さん



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

新宿区立戸塚第一小学校 Ｋ．Ｍ． 君

2016早稲田・海城 他 合格 「楽しかったすぐる」

僕は６年生のはじめに大手の塾から転塾してきました。前の塾では勉強をそんなにやらず遊んでばかりいました。

そのため，成績が伸びませんでしたが，すぐるで先生にチェックしてもらうようになると成績が少しずつ伸びていき

ました。年が明けて１月中旬に受験した学校では合格したため浮かれてしまい，気がゆるんでしまいました。そのた

め，１月下旬に受験した学校は不合格となってしまいました。そのため，反省して，２月直前の４日間を塾でがんば

りました。そのおかげて２月１日に受験した海城中学校は合格することができました。算数のテスト中に鼻血が出てしまったから，こ

りゃだめかもと思いましたがなんとか合格することができました。

実は２月１日の午後に受けた学校は，算数のテスト以外はずっと鼻血が出てしまいました。

２月２日に受験した本郷中学校は，過去問でも相性がよいと思っていたため自信をもって受験することができました。

そして２月３日に受けた元々チャレンジ校だった早稲田中学校では，たぶん算数がそれほどできていなかったと思いますが，先生に

事前に対策をしてもらった国語社会理科で巻き返すことができたのかと思います。

最終的には，１月下旬の学校以外全て合格することができたため，早稲田中学校にするか，海城中学校にするかうれしい悩みをもつ

ことができました。

岸本先生，永瀬先生短い期間でしたがありがとうこざいました。

４月から早稲田中学校でがんばります。

↓ Ｋ．Ｍ．君のお母様からも体験記を送っていただきました。

すぐるでの充実した１年のおかげで、第一志望ほかチャレンジ校にも無事合格できましたことを心より感謝申しあげます。

転塾してきた息子をみてすぐに「できるように見えるけど実際の点につながらないのは、問題を解く量が圧倒的に足りないからだ」と

ズバリご指摘いただき、これは本物だ、もう信じてお任せしようと覚悟を決めたものでした。

またプリントをこなさない息子のことをご相談した際、息子に向かって「もっとすぐるを利用しな、先生たちを利用しな」と優しく諭

していただいたことも大きな力となりました。

特に５年生でサボったツケとなっていた社会、理科は基礎固めをしっかりご指導いただいたことで応用できる力に結びつき、秋以降か

ら社会や理科について語る息子に太刀打ちできないと感じ始めました・・・。

おそらく息子はすぐるで集中して勉強していたんだろう、と後になって思い返されるものですが、１月に入るまでは勉強に身が入らず、

時には放課後に思いっきり遊んでくるし、字は丁寧に書かず汚くて、記述は意味不明・・・とイライラすることばかりでした。

１月下旬の学校が不合格となったことでやっと火がつき、加えて先生方にいろいろと特訓いただいたことで２月受験校はすべて合格す

ることができました。先生方からは「本番に力を発揮しましたね」とお褒めの言葉をいただき、息子の底力に感心しきりでした。

先生方は生徒たちを信じ、休みなく全力で生徒ひとりひとりと向き合い、学力を伸ばすことだけではなく、精神的にも強くなるようサ

ポートをしてくださったと思います。

本当にありがとうございました！

息子の中学受験は人生の通過点にすぎませんが、今後の経験において先生方の熱い姿勢は必ずや活かされていくものと信じております。

優学習会のご案内 10



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

学芸大学附属竹早小学校 Ａ．Ｙ． さん

2016雙葉・東邦大東邦・栄東 合格 「ありがとう！すぐる」

私は優学習会に５年生の夏期講習から通い始めました。最初はうまく塾になじめず，緊張してしまうこともあった

けれど，岸本先生と永瀬先生の授業が面白く，わかりやすかったため，塾に行くことがいつのまにか楽しみになって

いました。

私はまだ入ったばかりの頃，勉強に自信がなくこのままで本当に受験に間に合うのかとあせっていました。また，

組分けテストでも思うように成績が上がらず不安でいっぱいでした。しかし，自分のわからなかった問題を先生に質問していき，苦手分

野を減らしていくうちに，６年生になって勉強の楽しさを感じることができました。そして，６年生の夏休みも一生懸命勉強に取り組み，

中学受験ともしっかり向き合えるようになっていきました。

しかし，６年生の秋から再び成績が上がらなくなってしまい，逆に下がっていきました。１２月頃になっても下がり続け，母は志望校を

変えるべきかと悩んでいました。けれども私は変えたくなかったため，苦手だった理科と社会を頑張ることにしました。理科は岸本先生に

聞き，社会は永瀬先生に教えてもらうことをくり返しました。その結果，得意だった算数も含めて全体的に成績が安定していきました。そ

して見事に自分が第一志望にしていた学校に合格することができました。

とても波があり，大変だったけれど最後まで勉強を楽しんであきらめずに進んでいくことができてよかったです。また，これからも新た

な目標に向かって頑張っていきたいです。

先生方，今まで本当にありがとうございました。

↓ Ａ．Ｙ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

すぐる学習会には，５年の夏休みからお世話になりました。通っていた塾が急になくなることになり，慌てて塾を探しました。そこで，

すぐるの体験授業に参加したところ，ライバルを意識するような大手の塾は絶対に嫌！という強い信念（？）があった娘は，すぐるの授業

が気に入ったようだったので迷わずお世話になることを決めました。

私は，娘に対して，基本を着実に身に付けて無理のない受験をさせようと思っていたのですが，すぐるに入ってからは，予想以上に本人

が勉強に真剣に取り組み，目標も高く持つようになりました。特に，算数が好きになり，最終的には算数が娘の大きな武器となってくれた

ように思います。最後まで成績が安定しなかったため，娘と私の受験校に対する考え方は違ったのですが，すぐるの先生方にもアドバイス

を頂き，最終的には娘の意思を尊重することにしました。結果として，これがうまく行き，チャレンジして無事に娘の第一志望校に合格を

もらうことができました。

永瀬先生，岸本先生におかれては，娘の成績が安定しないため，大変やきもきされたことと思います。が，お陰様で最高の結果を出すこ

とができました。１年半にわたるご指導，本当にありがとうございました。

優学習会のご案内 11



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

新宿区立戸塚第二小学校 Ｓ．Ａ． 君

2015芝浦工業大付・東京電機大附 他 合格 「すぐるごもり」

まず、岸本先生・永瀬先生、三年間ありがとうございました。

僕は、四年生からすぐるに入りましたが、六年生の中頃までは受験という感覚があまりありませんでした。塾の

勉強さえしていれば、勝手に合格できると思っていたからです。しかし、僕が思っていたのはただ夢みたいな話で

した。なぜなら第一回から第六回の合不合判定テストで上位の志望校の合格可能性がずっと最低の２０％だったか

らです。チャレンジ校というより受験危険校でした。「このままだと一つも合格できないかもしれない。」と思いました。そこから僕

は最後の追い込みを決意しました。冬期講習を頑張り、一月はほとんど午前中からすぐるにこもり先生とつきっきりで勉強しました。

ぼくは算数や理科が得意だったので、点数に差のつく算数をもっときわめるつもりでした。苦手な社会は今からやっても間に合わず

無理だと思っていたのでもう捨てていました。先生に「算数と理科どっちをやったらいいですか？」と聞くと先生は「社会！何と言っ

ても社会。」と言って、ひたすら社会をやらされました。ぼくは社会が本当に苦手なのでそれはもう僕にとっては地獄でした。しかし、

一カ月の間社会ばかりやっているといつのまにか過去問で半分くらいできるようになっていました。

僕は一月と二月の受験を合わせて七校受験し合格四校、補欠一校、不合格二校という戦績でした。第一志望には手が届きませんでした

が行きたい学校にしっかりと合格することができました。そして合不合判定テストでずっと合格確率20％だった学校に補欠とはいえ手が

届いたことが何よりもうれしかったです。すぐるごもりで苦手な社会をひたすらやった(やらされた)おかげだと思いました。今では先生

たちにとても感謝しています。

優学習会のご案内 12

豊島区立目白小学校 Ｊ．Ｔ． 君

2015早稲田・城北 他 合格 「二年間の通塾で早中合格」

ぼくは、四年生の二月から優学習会に入りました。ぼくにとっては生まれて初めての塾でしたが、永瀬先生と

岸本先生の各教科の解説がとても分かりやすく、すぐになじめました。

四谷大塚の教材以外に先生が作ったオリジナルのプリントを反復練習しました。苦手なところもプリントを十

数回やって嫌でも覚えてしまいました。

六年生になると算数の授業の中では個人で課題を見つけ学習する時間があります。分からない問題があったらすぐに岸本先生のとこ

ろに質問しに行きました。その答えも細かいところまで教えてくれました。

漢字テストも社会科の暗記テストも毎週あります。点数が悪いと休み時間に覚え直してチェックを受けます。めんどくさいと思った

ときもあったけれど今は、この小さな積み重ねに感謝です。

受験が終わり、もう塾で先生方に教えてもらうことができなくなり残念ですが、中学に入ってからは下校途中に塾があるので、とき

どきは寄ってみたいです。

永瀬先生、岸本先生今までありがとうございました。



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

新宿区立Ｔ小学校 Ｔ．Ｓ．君

2015海城・城北 他 合格 「あっという間だった優」

僕は五年生の春期講習から優学習会に入りました。入塾した当初は，今では簡単に書ける漢字やごく普通の食

塩水の問題もできなかったほどで，優の中で一番バカだったのかなと思っています。

しかし，授業の説明がていねいでわかりやすかったので，少しずつではあるけれど成績を伸ばすことができま

した。そして，成績が上がるほど勉強にやる気がでてくるので，あれよあれよという間に時間が過ぎ去っていき，最終的になんとか第

一志望の学校を受けることができる学力がつきました。

いざ二月一日がくると，気持ちが浮わついて小学生の一年生なみの計算ミスをしてしまったりして落ちてしまいました。二月二日に

第一志望の結果が不合格であったことに絶望していた僕を救ってくれたのが岸本先生で，岸本先生がはげましてくれたおかげで，二月

三日の第一志望の二回目のテストで集中することができ，なんとか合格することができました。国語と社会については永瀬先生の記述

の授業や，社会の長文の記述の採点をしていただいたおかげで，すんなりと問題を解くことができました。

永瀬先生，岸本先生約二年間本当にありがとうございました。
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豊島区立高南小学校 Ｙ．Ｉ． さん

2015恵泉・桐朋女子 他 合格 「塾らしくない塾」

私は，４年生から受験をしようと思いはじめ，いろいろな所の塾の体験に行きました。

でも，優以外の塾は，勉強，勉強という感じでいやでした。そんなとき優の体験授業に行き，少し，授業を受けた

だけで，ここだ！と思い，行き始めました。最初は，計算を１つやるのにとても時間がかかり，大変だったけれど，

慣れてきたら，先生も授業も面白くなってきました。さらに，クラスの友達とも仲良くなり，お弁当の時には，男女

で一緒に話をして盛り上がりました。友達はライバルであったけれど，一緒にがんばれる仲間でした。そんな仲間や，面白い先生方と

過ごすことができたのは，とてもいい思い出になりました。本当に優で良かった。

↓ Ｙ．Ｉ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

「営業トーク」のない塾、ここは子供の伸びしろを引き出してくれる本物の塾だろうと確信し、娘を3年間通わせました。

娘は積極的に質問したり闘争心がある方ではありません。第一志望が残念な結果となり涙する娘をみて、悔しがる熱い思いが娘の内

にもあったのだと、むしろ優での3年間の娘の成長をみる思いでした。受験勉強以外に重要なことまでも学ばせていただいたと思いま

す。

クラスの雰囲気が大変良かったのも娘が3年間続けられた理由のひとつです。クラスメートの皆さんが和やかだったのは、もちろん生

徒さん一人一人の性格に因るのでしょうが、先生方のご指導の賜物とも存じます。

全勝とはなりませんでしたが、親としては清々しい思いです。他の塾ではこのような爽快感が果たして持てたかと思いますと、永瀬

先生、岸本先生に心より感謝する次第です。ありがとうございました。



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

板橋区立金沢小学校 Ｈ．Ｔ． さん

2014早稲田実業・豊島岡 他 合格 「私を変えたすぐる」

私は三年の終わりからすぐるに入塾しました。すぐるに入る前，私は勉強が嫌いでした。それまで通っていた

二つの学習塾は続かずに辞めていましたし，机に向かうと眠くなって寝てしまったり，勉強から逃げることばか

り考えていました。そんな私でしたが，すぐるでは丁寧に解説して下さる岸本先生や，面白いギャグを言って皆

を和ませて下さる永瀬先生のお陰で，勉強の苦しいイメージは消え，塾での時間はあっという間でした。ハンコ制度は本当にやる気に

なりましたし，ピンポンクイズも楽しかったです。六年生の時にあった十二時間授業でさえ，「もう終わったの？まだ出来る」と思っ

ている自分に驚きました。 一度も塾に行きたくないと思ったことがないまま，勉強を続けることができ，Sクラスもキープできて，結

果，第一志望校はじめ全ての受験校に合格することができました。合格したことはとてもうれしかったですが，すぐるに通えなくなる

のは寂しいです。また遊びに行きますので，よろしくお願いします。

↓ Ｈ．Ｔ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

娘の姉は他塾で受験を終えましたが，その頃教育熱心だった私は大手塾から個別指導まで塾を２０くらい見学して回り，それぞれの

塾の特徴をよく知っていました。すぐるに初めて体験に伺った時，私も教室に入れて頂き，算数の授業を見学させて頂くことが出来ま

した。そこで私が一番驚いたのは，岸本先生の解説時間がとても長いことでした。全体に説明して下さる時間も，一人一人に対応して

下さる時間も長く丁寧で，大勢の生徒さんを抱えながらこれだけ根気強く誠意を持って解説をされている先生は他にいないと感じまし

た。クラス分けがないにもかかわらず色々な学校に合格させている塾が他に見当たらないため不思議でしたが，全て先生のご努力の結

果だとわかり，迷わず入塾させて頂きました。

他塾と違うところはまだまだ沢山ありました。六年生になると他塾では応用問題に特化しがちですが，本来は難関校受験であっても

基礎を強化することが重要なため，家庭で総復習する必要があります。ですが，すぐるでは，事あるごとに基礎固めの対策をとって下

さり，四教科ともに殆どのことを授業中に憶えてくるため家庭の負担は最低限で済みました。又，大手塾のように無理に御三家を勧め

られることがなかったため，自由に志望校を決めることが出来ました。入試直前は，志望校で娘の苦手な図形問題がよく出題されると

いうことで，個別に図形プリントを大量に下さり，大変心強かったです。他の特訓講習などに行かずに済みました。又，社会で教わっ

た記述問題や，入試前日にやった算数の問題も入試に出たようで，解けたと喜んでおりました。おかげさまで第一志望に合格出来，感

謝の気持ちで一杯です。本当に有難うございました。
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明るく，楽しく学びました。

合格体験記

豊島区立池袋第二小学校 Ｙ．Ｋ． 君

2014学習院中等科・世田谷学園 他 合格 「すぐるが大好き」

ぼくは，四年生の夏の終わりごろにすぐるに入りました。体験授業に行った時，予定の時間よりも少しおくれてし

まいましたが，先生が優しく接してくれました。周りの生徒たちは，よくしゃべったり，おもしろかったり，個性的

な人がたくさんいて，すぐ仲良くなれました。当時は，かけ算の九九も，ろくにできないバカで，勉強も好きではあ

りませんでしたが，一か月くらいで勉強が好きになり，五年生になるころには勉強が得意になりました。 他の塾に通っていた学校の友

達は，「塾はつまらない。」や，「塾に行かずに遊びたいな。」などと言っていましたが，すぐるは，つまらなくないし，塾の先生と

のやりとりが，遊びのようなものでした。中学受験が近くなると，先生たちはさらにおもしろさを増していきました。ぼくは，六年の

冬期講習のときにも，第一志望校を変更しましたが，それにも，ちゃんと対応してくれました。中学受験の合格発表を見に行ったとき

に，先生に会い，少し話をしましたが，その時も，先生は笑っていて，本当に温かい先生だなと，改めて感じました。

ぼくが，こうして第一志望校に合格できたのは，すぐるの先生たちのおかげです。また，たまには遊びに来いと書いてあったので，ま

たいつか，塾に乱入したいと思います。ぼくの最初で最後の中学受験を楽しいものにしてくれたすぐるが大好きです。本当にありがとう

ございました。

↓ Ｙ．Ｋ．君のお父様からも体験記を送っていただきました。

「優学習会に出会えて本当に良かった！」

体験入塾の後，息子が「ここなら楽しく出来そう！」と言うままに入塾したのが４年の２学期。その「塾へ行くのが楽しい」という

感覚のまま，気づいたら中学受験も駆け抜けてしまいました。親として，このことが何より嬉しく，また心強く感じておりました。

その上，第一志望校に合格した息子の会心の笑顔を見ることが出来，まさに感無量です。

ひとえに，先生方が生徒の特徴に合った方法で粘り強くご指導なさり，最後の最後までご熱心にサポートして下さったお陰です。息子

は先生とのやり取りを通じ，知識を増やしただけでなく人間性も成長したと感じます。

親としては，勉強内容等は優に一切お任せ出来，また，面談等で的確にアドバイスを頂いたことで，回り道は一切ありませんでした。

永瀬先生・岸本先生，息子を導いて頂き，心から御礼申し上げます。

優学習会に出会えて本当に良かった！どうも有難うございました。
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明るく，楽しく学びました。

合格体験記

文京区立誠之小学校 Ｈ．Ｔ． さん

2014市川・中央大附 他合格 「気軽に質問することができた」

私は一年生の時からいろいろな塾に行っていました。しかしあまりしっくりいきませんでした。でも優は前の塾

とはちがって一人ずつ質問をしていい時間があり，質問をするのが苦手な私でもわからないことをそのままにせず，

気軽に聞くことができました。また優はクラス替えがないので，同じ力の人が集まってテストとかをしても自分がど

こができないとかこうすればよいなど目標がわかりにくくなるといったことがなく，いろいろな学力の人がいて，そ

れぞれの教科で得意な人のことなどがわかり，自分もがんばろうという気持ちになりやすかったです。

受験勉強を通して私は受験勉強をする前は全然わからなかった勉強する楽しさがわかり，少し時間があったら，自分からすすんで勉強

するようになりました。

これからも優でつけた自信と勉強をする週間を忘れずもとにして，充実した中学生生活を送っていきたいと思います。優学習会の先生

方，本当にありがとうございました。

↓中学２年生になって，再び合格体験記を書いていただきました。

「きっかけをくれたすぐる」

私は今，市川学園に通っています。私は受験をする前も後も市川学園に行く気はありませんでした。私が市川学園に決めた理由は受かっ

た学校の中で一番偏差値が高かったという理由からです。でも今は本当にこの学校を選んで良かったなと思っています。今の私がいるのは

すぐるに出会えて私の気持ちが受験をしたい！という気持ちに変わったのが一番の理由だと思います。

私は小さい時本当に勉強が大っ嫌いな女の子でした。しかし塾には姉が通っているという理由ではありましたが小学１年生から通ってい

ました。小学３年生位まで四谷大塚に通いましたが大人数授業は私には合わなかったので個別授業の塾に通うことにしました。しかし新し

く行き始めた塾でも成績が伸びず，また四谷大塚に戻りました。成績が伸びなかったのは勉強が嫌いだったというのもあると思いますが，

受験をしたいと私自身が思っていなかったのが大きいと思います。四谷大塚に戻っても案の定成績は上がらず一番下のクラスか下から二番

目のクラスをさ迷っていました。そして四谷大塚にいても意味が無いと思い辞めました。そんな時すぐる学習会に出会い，小学４年生の終

わり頃に通い始めました。最初のすぐるの印象は小さい塾だな，おじちゃん先生２人だけなんだという感じだったと思います。でもそれが

逆に合っていました。小さい塾だからこそ人数がそこまで多くなくクラス替えがありませんでした。経験豊富な２人の先生が楽しい授業で

分かりやすく教えて下さり，一人一人丁寧に見て下さりました。そしてすぐるに通って行くうちに，勉強の仕方や楽しさが分かり，自分か

ら受験がしたい！という気持ちが出てきました。気持ちが変われば成績も変わるんですね。すぐるに入った頃は４０位だった偏差値が徐々

にではありましたが上がっていき受験期には６０台にまでいきました。そして市川に合格できました。まさか受かると思っていなくて，私

も驚きましたが周りの方が驚いていたと思います。先生にも「偏差値が２０も上がった人は見たことがありません笑」みたいなことを言わ

れたのを今でも覚えています。こんなに変われたのは気持ちを変えるきっかけを下さったすぐる学習会の永瀬先生と岸本先生のおかげです。

本当に先生方に出会えて良かったです。心から感謝しています。機会があったら遊びに行くのでいつまでも元気でいてください！！本当に

ありがとうございました。
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明るく，楽しく学びました。

合格体験記

豊島区立目白小学校 Ｈ．Ｂ． さん

2013東洋英和 他 合格 「本番直前の勉強」

私は，受験が終わってからすぐる学習会に行くことがなくなってしまったので少しさびしい感じがします。なぜな

ら，いつもすぐる学習会に行って岸本先生や永瀬先生にわからないところを教えてもらったり，塾の友達と話してい

るのが当たり前になっていたからです。私は，前はＷアカデミーに通っていました。でも，「春期講習でやったから」

と言って説明してもらえないところなどがあり，ずっとわからないままになっているところもありました。

そして，私は四年生の秋にすぐる学習会に入りました。体験授業を受けてみてとてもわかりやすかったのでその日に入りました。岸

本先生は，私の志望校で毎年出題されている「速さに関する問題」をたくさん用意してくださいました。永瀬先生は「記述問題」を常

に見てくださいました。また，本番では前日や一週間前に習ったことが出題されたので先生に教えていただいて本当に良かったと思い

ました。永瀬先生，岸本先生本当にありがとうございました。授業の邪魔にならないように，また遊びに行きたいです。

↓ Ｈ．Ｂ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

永瀬先生，岸本先生，本当に有り難うございました。娘は，小柄で体力がなく５年の冬には毎週末に熱を出し，中学受験を諦めかけて

おりました。それでも，「優学習会には絶対に通う！」と，娘は塾が大好きで，よいお友達にも恵まれ，何とか本番の入試までを乗り越

えることができたのは，優学習会のお陰と深く感謝しております。娘は算数がとくに苦手で合不合の結果も安定していませんでしたが，

12月・１月と入試直前までの，岸本先生と永瀬先生の根気強い，丁寧なご指導により，最後の２ケ月間で，過去の娘の姿から見れば飛躍

的に実力をつけて頂いたように感じました。

優学習会は，子ども達を温かく見守りながら，確実に一人ひとりの能力を伸ばして下さる素晴らしい塾だと思います。優学習会の今後

のご発展を心よりお祈り申し上げます。

優学習会のご案内 17



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

新宿区立落合第二小学校 Ｔ．Ｆ． 君

2013本郷・成城 合格 「一生の思い出，優学習会」

僕は優学習会に入ったのは四年生の時です。姉や母にすすめられて入りました。僕は勉強を真剣に行っていな

かったため，五年生の時は偏差値３０台を取ったこともありました。その時は自分には勉強ができないとあきら

めかけていました。しかし，先生方の授業が大変楽しく，やめようとは思いませんでした。他にも，授業中に一

人ずつ先生に問題を理解できるまで聞けたり，特別授業を実施してくれました。また，受験が始まっても，塾で

毎日，受験対策の問題をてってい的に教わることができました。そのかいあってずっと夢だった偏差値６０近くの中学校に受かること

ができました。

自分みたいな覚えの悪い生徒にもあきらめずにがんばって教えてくれてありごとうごさいます。

永瀬先生，岸本先生，今まで三年間，本当にありがとうございました。

↓ Ｔ．Ｆ．君のお父様からも体験記を送っていただきました。

お陰様で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す。

この様な言葉は，大半，お決まり文句であります。

しかし，今回ほど，気持ちが入っている「お陰様」という言葉は今まで使ったことがありません。

志望校は，今までの模試結果では，まったくと言って良いほど合格ラインには達していませんでした。それどころから，合格できる

学校があるのかという程でした。

入試全滅も覚悟していましたが，終わってみれば，第一志望校を含め，二校に合格することができました。

これは，確かに子供本人の頑張りもありますが，それ以上の先生方の努力だと思います。

子供の良い所を活かしつつ，能力を引き出して頂いた様に，その子供に合わせた対応をして頂けたことが合格につながったと思います。

もし，うちの子が大手の塾に通っていたのであれば，間違いなく入試は全滅だったことでしょう。

特に試験前日には，志望校対策の勉強を１日かけて行って頂いた結果が合格につながったと感じております。

例えるなら，すぐるは大量生産の工場でなく，良いものを１つ１つ丹精込めて製作する匠の技を持った下町の工場職人だと思います。

また誠意を以て教えられて子供たちは，必ず世界あるいは宇宙へ飛び立つことでしょう。

心からすぐるに通わせて良かったと思います。

今まで長い間，本当にありがとうございました。
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豊島区立高南小学校 Ｅ．Ｋ． 君

2013早稲田・青山学院 他 合格 「先生の言葉」

僕は四年生の二月にすぐるに入りました。その時はまだ，中学受験の事を真剣に考えていなかかったため，

「これぐらいでいいだろう。」と適当に過ごしていました。でも，その内に授業中に永瀬先生や岸本先生が言っ

た「中学受験は意外と，人生に大きく関わる。」や，「入試とは，差をつけるための試験なんだ。」という言葉を

聞いている内に「このままじゃダメかもしれない。」と思うようになりました。それからは，模擬試験の結果が悪

くてもあまり気にしないようにして，入試に向け勉強するようにしました。入試が近くなると，永瀬先生は，「漢字力をつけた方がい

い。」などの課題を教えてくださり，岸本先生は，「こういう問題が出るかもしれないから，やった方がいい。」というアドバイスを

してくださりました。

そして，そのような先生方のサポートもあり，僕は行きたかった学校に合格することができました。今思えば，あの時の先生の言葉

がなかったら，今のぼくはいなかったと思います。



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

私立淑徳小学校 Ａ．Ｋ． さん

2013豊島岡・浦和明の星 他合格 「ずっとすぐるに通いたい」

私は最初，Ｎ研に通っていました。Ｎ研は授業の進度がとても速かったため，のみこみの悪い私とは合っていませ

んでした。

しかしすぐる学習会は小規模の塾なので，分からないところを質問すれば，分かるまで教えてくれます。岸本先生

は授業中でも生徒が理解できていないとそれを察知して，より分かりやすく解説してくれます。永瀬先生は生徒に少

しずつヒントを出して，最終的な答えは生徒自身が自分で出せるようにしてくれます。岸本先生も永瀬先生もとても面白く，親しみや

すい性格です。そして二人とも，気休めは全く言わず，ドライですが，決して冷たいわけではありません。生徒それぞれに合った教材

や学習方法を教えてくれます。例えば，淑徳与野中学校の説明会に出席した母が岸本先生に，立体の切断の問題が出題されるかもしれ

ない，と話しました。すると先生は，私が次に授業に出席した時にはすでに教材を用意していて，私にわたしてくれました。母は，あ

まりの対応の速さにおどろき，感激していました。

私は勉強が大嫌いです。中学受験がようやく終わって，遊ぶ時間が増えたので，とても嬉しいです。でも，中学受験が終わると，も

うすぐる学習会で授業を受けることができなくなってしまいます。それがとてもさみしいです。すぐる学習会にずっと通えるなら，ずっ

と中学受験の勉強をしていても良いとさえ思えます。合格体験記を書くための原稿用紙に同封されていた手紙に，たまには遊びに来い

と書いてあったので，絶対遊びに行きたいと思います。

↓ Ａ．Ｋ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

小３夏前に，Ｎ研をやめて別の塾を探している時，ふとＨＰを見つけました。学習パズルとゲームに惹かれて入塾し，家から距離は

あると思いましたが，最後までお世話になりました。

４・５年時にクラス分けはありませんでしたが，説明が大変に分かりやすく，授業と家で宿題をして，四谷大塚の組分けはほぼＳコー

スでした。また，ＨＰに公開されている天体や電流，立体の切断の解説がとてもわかりやすく大変助かりました。今年度に一番ＨＰの解

説を見たのは我が家ではないかと自負しております。

子供はどこよりも塾が好きで，「受験が終わったら塾に行けなくなるから，ずっと勉強していたい。このままでいい」と言っていまし

た。算数理科が得意でなく，何度も長く居残って質問させていただきました。おかげで，志望校の算数があまり支障なく解けるほどに伸

ばしていただきました。国語社会は最終的には塾の授業以外一切家庭学習しませんでしたが，安定的に得点できるほど力をつけていただ

きました。本当に塾には感謝してもしきれません。先生方，これからも身体に気をつけて楽しい授業をなさってください。
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明るく，楽しく学びました。

合格体験記

杉並区立桃井第二小学校 Ｋ．Ｉ． さん

2013雙葉・吉祥女子 他 合格 「塾での勉強が楽しかった」
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私は，五年生の春期講習の時にすぐるに入りました。同じ小学校の友達は，みんな四年生ぐらいから塾に行き始め

ていたので，正直，不安でした。でも，授業は，とても面白くて，楽しく勉強することができました。また，宿題は，

適度な量だったので，宿題に追われることもなく，やることがない状況になることもなく，充実した毎日を過ごすこ

とができました。

組分けテストの結果も，どんどん上がっていき，夢だったＳコースになることができました。

私が一番心に残っているのは，入試直前に行われた十二時間授業です。先生は，「１日に１２時間勉強することぐらい，たいしたこ

とないよ」と言っていましたが，私は，そんなの絶対無理だと思いました。でも，実際やってみると，そこまで大変ではありませんで

した。こんなに，勉強が楽しく感じられるようになったのは，いままで教えてくださった先生方のおかげです。岸本先生，永瀬先生本

当にありがとうございました。

↓ Ｋ．Ｉ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

「自宅学習で中学受験できるかも？」と甘いことを考えていた小４のとき，さっそく理科の「月の満ち欠け」でつまづいて，ネットで

解説を調べたところ，一番わかりやすかったのが「すぐる学習会のＨＰ」でした。懇切丁寧な解説を惜しげもなく無料で公開しているこ

とに感激し，「通うならこんな塾に行きたい。でも遠いし…」と，ふんぎりがつかないまま過ごした一年間。そして５年生になるとき，

娘は自分から「塾へ行きたい」と言いだし，大震災の前日に体験に行き，お世話になることにしました。

当時，娘は四谷大塚の週テストを自宅で受講しており，がんばってもＢコース止まりでした。塾へ入ったときの目標は「Ｃコースに上

がること」。自宅ではほとんど手つかずだった理・社もバランスよく時間をかけられるようになり，優秀なお友達に刺激を受けたことも

あって，すぐにＣコースに上がることができました。いくら注意しても平気で，理科・社会のすべての答案を「ひらがな」で書いていた

ことも，さすがに恥ずかしいと思ったらしく自分から改めたのも驚きでした。

最初は算数のペースが（今までより）速くて少し大変そうでしたが，わからないまま解説だけが進んでいく，ということは決してなく，

きちんと自分の頭で理解してなんとかついていったようです。今思えば，このときにしっかり考え方を身につけたことが良かったと思い

ます。苦手だった国語も人並みに点が取れるようになり，５年生の終わりには「まさかのＳコース」に上がることができました。

大手の塾に行っていた友人の多くは，５年生後半ぐらいから算数でつまづいて成績が下降していたようですが，娘は最後まで，ここぞ！

というときには算数で点が取れていました。夏休み前の面談で「基礎５００題の一度間違えた問題を次にやり直しても，まだできないの

ですが…」と相談したところ，先生は涼しい顔で「そんなの想定の範囲内です。だから何度もやるんです」と言って，間違えた問題だけを

印刷するシステムを作ってくださり，完璧になるまでやりました。

社会・国語ではオリジナルのプリントが配付されましたが，これは本当に素晴らしく，「入試に直結」している，と実感しました。夏休

み前に，国語で低迷していた頃，「やっぱり語彙，知識問題はやれば点を取れるのだから，完璧にしよう！」と誓いをたて，プリントの間

違えたところを何度もやり直しして，トイレに貼って完全に覚えました。あれこれ手を出さずに，いただいたプリントに絞って完全にやっ

たのがよかったと思います。夏休み明けには，語彙・知識問題で点が取れるようになり，国語の成績も少しずつ安定してきました。

そうして迎えた入試直前ですが，友人の多くが早稲アカのＮＮ，ＳＡＰＩＸの志望校別，家庭教師…と掛け持ちするなか，我が家では他

の選択肢を考える余裕もなく，「ステップアップ演習」と「雙葉合格への１００題（算数）」をやって先生に見てもらい，やり直し…を地

道に続けました。

入試当日は，本人曰く「算数の神が舞い降りた」そうで，大問６題のうち５題＋αは完璧（解答速報を見て，嬉しさのあまり絶叫してい

ました）。国語は詩が出なくて一安心。「予想以上に語彙問題が多くて助かった（よくできた）」，理科は記述が多かったけど「意外とで

きた（岸本先生が授業中に何気なく言ってくれた豆知識が役に立ったそうです）」，社会は過去問では出来ていたけど「当日は得意の歴史

があんまり出来なかった」…という感じでした。

正直に申しまして，雙葉は募集人数も少なく，問題も一見変わったものが多かったので，合格できるとは思っていませんでした。

結果的に，５年生のときには考えられなかったような学校に合格をいただいて，お二人の先生方には本当に感謝しております。

「あのとき，すぐるのＨＰを見つけて良かった。よい塾に巡り合って本当に良かった。」

親子で何度もこんな会話をした二年間でした。そして，自分から「塾へ行きたい」と言い出した娘が完全燃焼し，「悔いなし」と言い切っ

た二年間でした。

永瀬先生，岸本先生，本当にありがとうございました。



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

新宿区立落合第三小学校 Ｈ．Ｙ． さん

2013恵泉・豊島岡 他 合格 「すぐるに感謝」
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私は，すぐる学習会にとても感謝しています。それは，受験に合格したからだけではありません。

岸本先生のおかげで，私は算数が得意になりました。これは中学生になってからも役に立つことだと思います。

先生方が理科の計算問題や社会の記述問題を何回もやってくれたので，慣れてすらすらと答えることができるよう

になりました。さらに，忘れたころをみはからって復習してくれました。それで私は復習をすると勉強ができるよ

うになるということがよくわかりました。

小学校だけでは絶対に身につかなかった集中力もついたし，あきらめやすい私がねばり強く問題に取り組めるようになりました。

すぐるで勉強したことは中学にいってからも必ず役に立つと思います。先生方，いつまでもお元気で。これからもたくさんの生徒た

ちに勉強を教えてあげてください。本当にありがとうございました。

↓ Ｈ．Ｙ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

すぐる学習会には、４年生の終わり、他のみなさんより少し遅れて入れていただきました。既に５年生の学期が始まっており、途中

入会のような形になった娘は不安げでしたが、先生方がとてもおもしろく勉強を教えてくださるので、すぐに塾にも慣れることができ

ました。

初めての中学受験で、子供だけではなく、親も不安なことが多くありました。先生方が毎週下さる宿題のプリントにある小さな一言

や、折に触れて配布される心構えのプリントのことばに親も教えられることが多く、支えていただきました。

中学受験は子供の人生にとって初めての選択であり、結果ではなく「どのように」選んだか、が一つの人生の指針となっていくので

しょう。そういう意味でもこの塾にお世話になることができて感謝しています。

結果として娘は最初の志望校よりも随分偏差値の高い学校にも合格させていたいだき、自信を持って中学校生活に踏み出すことがで

きそうです。受験生活はすっかり先生方にお任せでしたが、娘がこの二年間、先生方にご指導いただき、がんばった経験がこれからの

中学生活で花開くように、今度は親がサポートしていきたいと思っています。

先生方、本当にありがとうございました。



明るく，楽しく学びました。

合格体験記
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新宿区立戸山小学校 Ｙ．Ｉ． さん

2012香蘭・普連土 他 合格 「すぐる大好き」

私はすぐる学習会に４年の４月に入りました。最初はすごくきん張し，正直こわかったです。また，勉強や授業も

楽しくありませんでした。でもだんだん授業が分かるようになっていくうちにいつのまにか勉強が楽しくなっていま

した。それはすぐる学習会にいたからです。私はすぐるに入る前，ある塾の入塾試験を受けました。しかし落ちまし

た。でも私は今，その入塾試験に落ちて良かったと思います。もしもその入塾試験に受かっていたらその塾に行って

いました。でも多分その塾に行っていたら中学受験をやめていたかもしれません。でもすぐるだから中学受験までがんばることができ

ました。三年間支えてくださった永瀬先生，岸本先生の授業で私はまた新しい，勉強のことだけではない，いろいろなことを学びまし

た。つまり，すぐるは私の人生を変えてくれたのです。いやいややるものだと思っていた勉強を楽しくやるものにすぐるは変えてくれ

たのです。

今，すぐるの先生にとても感謝しています。これほどいい先生がいる塾は他にはないと私は思います。受験直前までいろいろなこと

を教えてくださった永瀬先生，岸本先生ありがとうございました。私はすぐるの看板が目に入ってくると走ってしまうほど大好きでし

た。なので受験に合格したのは自分のためでもあるけれど先生に喜んでもらいたいという気持ちも大きかったです。

本当にすぐるの先生，ありがとうございました。

↓ Ｙ．Ｉ．さんのお母様からも体験記を送っていただきました。

「入室不可」、「偏差値22.7」、「4642人中4607番」 これが、4年の4月に受けた、大手塾の入塾テストの結果でした。地方でのん

びり育った自身にとって、この東京のレベルの高さは衝撃で、「このままでは受験に間に合わない」と、あわてて探した塾の中でピン

と来たのが「すぐる学習会」でした。電話して開口一番言った言葉は、「入塾テストはありますか？」でした。

「すぐるが中学作ればいいのに！」6年の秋頃、学校選びの決め手が無くなかなか収斂しなかったころ、娘が漏らした一言です。子

供が行きたがる塾だと思います。学校から帰り、ランドセルを置いて、塾バッグ持って出て行くまでわずか数十秒、塾に少しでも長

く居たいと毎日走って行くありさまでした。

親の意識や心構えは、最後まで底辺をうろついていましたが、子供の成績と偏差値は、短い期間で確実に伸ばして下さいました。２

年前を思えば、志望校に合格した事自体、驚きです。先生方、本当にありがとうございました。

新宿区立戸山小学校 Ｒ．Ｋ． 君

2011麻布 他 合格 「楽しく学べる」

僕がすぐる学習会に入ったのは、五年生のはじめのころでした。入ってすぐのころはすごく緊張していました。

でも永瀬先生のギャグや岸本先生のキャラのおかげで打ち解けることができました。

すぐるに入るまでは大手の個別指導の塾に行っていました。しかし、そこでは、手に負えないくらいの宿題が出

て毎日ひいひいしながらやっていました。でも、すぐるでは宿題は多くなくぴったりの量でちゃんとこなすことができました。

受験が近づくと僕に会っている教材を出してくれて、苦手なところが克服できるようになりました。また、先生方は受験の前の日ま

で毎日塾にいらして、不安な僕たちをはげましてくれました。

僕はすぐるで勉強できてとても良かったと思いました。塾がないと少しもの足りないような気がします。できれば、中学・高校になっ

ても教えてほしかったと思っています。

永瀬先生、岸本先生、最後までありがとうございました。



明るく，楽しく学びました。

合格体験記

新宿区立津久戸小学校 Ｄ．Ｓ． 君

2010慶応中等部 他 合格 「最高の先生」

優学習会の先生は生徒のことをとても思っていて下さっている、と改めて感じたのは、第一志望だった中学校の

合格発表の時です。僕が受けた学校は優学習会からとても離れていたので先生は合格発表には来ないだろう、と思っ

ていました。ですが先生は来て下さいました！あの時撮った写真は一生の宝物です。他にも、先生は特別授業を開

いて下さったり、授業が終わった後も生徒の質問に付き合って下さいます。優が良い塾なのは、少人数の授業で先生がずっと付いてい

て下さり、宿題も山のように出さず、そして、受験勉強の経験豊かな、生徒のことを思ってくださり、楽しく、分かりやりやすく勉強

を教えて下さる、岸本先生、永瀬先生がいるからです。

僕は優学習会に入ってよかったと思います。受験は精神が安定した状態で受けられたし、もし、ほかの塾に入っていたら、僕がもらっ

た「合格」の文字は、とても少なくなり、もしかしたら０だったかもしれません。ここまで支えて下さった岸本先生、永瀬先生、本当

に、本当に有難うございました。

↓ Ｄ．Ｓ．君のお母様からも体験記を送っていただきました。

「笑顔を夢見て」

優学習会の門をたたいたのは、７年前になります。兄弟揃ってお世話になりました。兄弟で同じ塾ということは、何よりも永瀬先生、

岸本先生への信頼が強くなければ弟も通わせるという選択肢は無かったと思います。

この２年半を振り返ると山あり谷ありの受験勉強でした。谷の時は子供も親も不安になり、また情報社会の昨今、受験に関する情報は

どんどん降りかかってきます。そして焦りを生みます。しかし、子どもと私の軸には優の先生がいらっしゃいました。永瀬先生・岸本先

生への信頼は最後までぶれることなく支えてくれました。

わが子の勉強している後姿を見つめ、何度合格発表の時の笑顔を重ねた事でしょう！先生方のお陰で、わが子のとびきりのキラキラし

た笑顔を見ることができました。最後の最後まで、誠心誠意、勉強面は勿論、精神面もフォロー頂きました。ありがとうございました。

尊敬し、信頼できる永瀬先生・岸本先生に出会えたことを感謝しています。二人の子は卒塾しても今なお、優の先生が大好きです！！
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文京区立千駄木小学校 Ｋ．Ｍ． 君

2009世田谷学園 他 合格 「先生が決め手!!」

ぼくは六年生になって，他の塾からすぐるに変わりました。すぐるに変わって良かったことは，同じ先生にずっ

と教えてもらえるので，ぼくの理解度をよく分かってもらえることです。個人的に授業以外でもたくさん教えても

らえたので最後の最後までがんばることができました。先生方にはとても感謝しています。

永瀬先生には記述をたくさん見てもらったし，授業では答えが合うまでしつこく何度でも解き直したことで力がついたと思います。

おかげで国語はもともと苦手だったけれど，入試の時は自分なりにできるようになりました。

岸本先生にはとにかく算数の楽しさを教えてもらいました。難しい問題を必死で考えて自分で解いた時のうれしさを知りました。夏

休みからは基礎５００題や四科のまとめなど基本の問題をできるまで何回もくり返してその後も自分に合った課題を自分のペースで進

めることができたので効率よく勉強できたと思います。先生はあきれながらも何回でも同じ所を分かるまで説明してくれました。入試

の時には前のぼくだったら絶対に解けなかったような問題もたくさん解けるようになっていてびっくりしました。

すぐるに変わって，本当に良かったです。とても内容の濃い９か月間でした。
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跡見学園３，浦和明の星，浦和実業，江戸川女子，鴎友学園，大妻嵐山２，大妻嵐山(SA)２，

大妻嵐山(SAC奨学生)，大妻中野(AD)３，大妻中野(AD特待)，大妻中野(コアクラス)，

大宮開成(英数特科)，海城学園，学芸大附属竹早，学習院中等科，吉祥女子，共立女子，恵泉２，

攻玉社２，佼成学園４，埼玉栄，埼玉栄(難関大)２，栄東(東大クラス)４，栄東(東大クラス特待)，

栄東(難関大クラス)４，佐久長聖，実践学園，品川女子学院，芝浦工業大学付属，

芝浦工業大学付属柏(グローバルサイエンス)，秀光中等教育学校，十文字，淑徳与野，城北２，

城北埼玉３，昭和女子大昭和，白百合，聖学院（アドバンストクラス），成城，洗足学園２，高輪２，

東京女学館４，東京都市大，東京都市大等々力，桐光学園，桐朋女子，東邦大東邦２，獨協埼玉，

土佐塾，土佐塾(特待)，豊島岡２，長崎日大，日大豊山，広尾学園，雙葉学園，富士見２，

法政大学中学，本郷，三輪田３，明大中野，早稲田，和洋国府台

２０１６年合格実績 男子15名，女子16名在籍。２クラス，入会テスト無しでの実績です。

跡見２・市川学園２・浦和実業・浦和実業(Ｂ特待)・大妻嵐山２・大妻嵐山(スーパーアドバンスト)３・

海城・慶応湘南藤沢(一次)・恵泉・国府台女子学院・埼玉栄(進学クラス)３・埼玉栄(難関大)・

栄東(東大クラス)６・栄東(難関大クラス)３・実践女子学園・芝２・芝浦工大２・淑徳巣鴨(特進コース)・

順天・城北３・城北埼玉２・昭和女子２・聖学院(特待)・成蹊・成城・成城学園２・聖望学園２・

専修大松戸・千葉日大・東京女学館４・東京電機大・東京都市大(II類)・桐朋女子・土佐塾２・

豊島岡・獨協４・獨協埼玉・日大第二２・日大豊山・広尾学園・富士見２・普連土・宝仙理数インター・

宝仙理数インター(特待)・星野学園(進学)・星野学園(理数)・明治学院・明大中野２・立教新座・早稲田

２０１５年合格実績 男子12名，女子11名在籍。１クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。

跡見学園・市川・浦和実業（Ｂ特待）２・浦和実業・大妻嵐山（SA）２・大妻嵐山２・大妻中野AD特待・
大妻中野AD２・大妻中野２・海城・学習院中等科３・恵泉２・光塩・攻玉社・國學院久我山・

埼玉栄（特待）２・埼玉栄２・栄東（東大Ｉ特待）２・栄東（東大クラス）３・栄東５・芝浦工大柏・

淑徳スーパー特進東大選抜コース・城北２・城北埼玉・女子聖学院・聖望学園・世田谷学園・

中央大附属・東海大浦安・豊島岡・長崎日大・日大豊山３・宝仙理数インター・

宝仙理数インター特待選抜２・富士見・普連土・三輪田・山脇・早稲田実業・和洋国府台２

２０１４年合格実績 男子10名，女子12名在籍。１クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。
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青山学院３・跡見・市川・浦和明の星２・浦和実業・浦和実業（Ｂ特待）２・大妻嵐山３・

大妻嵐山（理数ＡＤ）・大妻中野（ＡＤ）３・大宮開成・開智（一貫）・開智（先端）・

開智未来（未来クラス）・かえつ有明・学習院女子・吉祥女子・慶応中等部（一次）・

恵泉２・麹町学園・国府台女子・香蘭２・國學院久我山ＳＴ・埼玉栄２・栄東４・

栄東（東大選抜）・実践女子・芝浦工業大付・淑徳（東大選抜）・淑徳与野・城西川越・

城北２・城北埼玉２・女子聖学院２・聖学院（特待）・成城２・成城学園・西武学園文理・

西武学園文理（特選特待）・青稜・世田谷学園・東京女学館・東農大一・東洋英和２・

土佐塾２・土佐塾（特待）・豊島岡２・長崎日大・日本女子大附・雙葉・富士見３・

文京学院大女子・本郷２・三輪田２・明大中野・八雲学園・山脇２・立教新座・早稲田・

早稲田佐賀・和洋九段（特待）・和洋国府台２

２０１３年合格実績 男子８名，女子20名在籍。２クラス，入会テスト無しでの実績です。

跡見２・大妻嵐山２・大宮開成４・お茶の水女子大附属・海城２・開智・吉祥女子・光塩・攻玉社・

麹町学園４・香蘭・國學院久我山（ST）２・埼玉栄・栄東３・栄東（東大選抜）２・渋谷幕張・

十文字・十文字（S選抜）・城北・城北埼玉・女子美・成城・西武文理２・世田谷・専大松戸・

東京家政学院・土佐塾２・獨協・日大豊山女子２・富士見２・普連土・本郷・三輪田２・山脇・

立教新座２・和洋国府台女子２

２０１２年合格実績 男子５名，女子1２名在籍。１クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。

麻布・跡見２・浦和実業３・大妻嵐山・大妻中野２・大宮開成２・海城２・吉祥女子・

国府台女子学院２・埼玉栄・栄東２・栄東(東大選抜)・渋谷幕張・城北２・城北埼玉・十文字・

順天・聖学院２・東京都市大付・東洋英和・土佐塾・独協・独協埼玉・長崎日大・函館白百合・

富士見３・普連土・法政大学中・三輪田３・山脇２・立教新座・両国高校付属・

和洋九段(特待生)・和洋国府台女子

２０１１年合格実績 男子７名，女子１０名在籍。１クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。
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市川・浦和明の星・浦和実業４・鴎友学園・大妻嵐山・大宮開成・慶応中等部２・光塩・

攻玉社・香蘭・埼玉栄・栄東３・実践女子学園・修道・十文字・城西大城西・城北２・

城北埼玉２・女子学院・聖学院(特進Ｂ)・成蹊・専修大学松戸・玉川学園・東海大浦安・

東京電機大付属・東京農大三・東京農大一・土佐塾・豊島岡・那須高原海城・日大第一・

日大第二３・日大豊山女子・広尾学園・広島城北・広島なぎさ・富士見・本郷２・三輪田・

明大中野・明大明治・八雲学園・山脇・立教新座・早稲田・和洋九段２・和洋国府台４

２０１０年合格実績 男子１２名，女子１０名在籍。２クラス，入会テスト無しでの実績です。

足立学園・市川・大妻中野・大宮開成・学習院女子・慶應湘南藤沢(一次)・京華(特待)・

攻玉社・佼成学園３・埼玉栄３・栄東・十文字・十文字スーパー選抜・頌栄・城西川越・

城北埼玉２・昭和女子大昭和・成城・星美学園・世田谷・東海大浦安・東京家政大付属・

東京大学付属・長崎日大・日大二中・日大豊山３・富士見丘・法政第二・宝仙理数インター２・

明大中野八王子・八雲学園・和洋九段・和洋国府台３・学芸大学付属竹早(内部進学)・

お茶の水女子大付属(内部進学)

２００９年合格実績 男子１１名，女子６名在籍。１クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。

渋谷教育学園渋谷・東京女学館・白百合学園(内部進学)３・本郷・立教新座２・明大明治・

明治大学付属中野・芝浦工大附属・東海大学付属浦安・東京電機大学付属・桐蔭学園・

専修大学付属松戸２・大宮開成・埼玉栄・宝仙理数インター２・那須高原海城・土佐塾・

浦和実業・聖学院２・武蔵工大附属・慶應義塾中等部(一次)

２００８年合格実績 男子８名，女子４名在籍。１クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。

女子学院・海城・学習院・攻玉社・立教新座・青山学院・浦和明の星・豊島岡・世田谷学園・

成城・富士見・本郷・市川２・成城学園・山脇・三輪田・佼成学園・暁星国際・獨協・

東海大浦安２・国府台女子・大妻嵐山・日大二・和洋国府台・浦和実業・芝浦工大柏・

星美学園・郁文館・城北埼玉

２００７年合格実績 男子７名，女子５名在籍。１クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。

市川・近畿大学付属（理数）・佼成学園・駒場東邦・埼玉平成・栄東・実践女子・渋谷幕張・

淑徳（スーパー特進）・聖徳学園・城北・城北埼玉・聖心女子・世田谷学園・東京学館浦安・

獨協・日大第二・日大豊山女子・富士見丘・本郷２・武蔵工大附・明大明治・目白学園・

山脇・立教新座２・和歌山信愛女子（医進）・和洋国府台２

２００６年合格実績 男子７名，女子７名在籍。１クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。






