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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
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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、日本最古の進学教室「日本進学教室（略称「にっしん」）」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」では適度な量の宿題を出します。宿題が多すぎるのは塾のエゴだと思っ

ています。また、宿題が少なすぎるのでは受験に間に合いません。

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。

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。

＝「すぐる」はこんな塾＝



すぐる学習会の特徴１

すぐるでは

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、インプットだけではなく，アウトプットも大切にしています。

個人指導塾では「一人一人に合わせたカリキュラム」というメリットはありますが、基礎固めばかりやってし

まう、インプット量が少ない、講師の手配が難しいため講師が頻繁に変わってしまうなどのデメリットがありま

す。

中学受験は豊富な指導経験が必須です。

すぐるでは、集団授業と個別授業とを組み合わせています。

個別授業の際に一人一人に与えるヒント・アドバイスをいかに短時間で、しかも的確に与えられるかなどの

指導力、コミュニケーション能力が、学力に直結します。

塾・予備校では、別に記述講座を開設してそれも受講しなさいと、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。

合格校の一覧をご覧ください。様々な学校に合格しています。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。

大手の学校別対策講座に在籍して、すぐるで対策講座のテキストの質問をする生徒もいます。

個人面談を年２～４回実施いたします。

他にご要望に応じて個人面談を随時実施いたします。

すぐるの講師は高圧的な態度を取りません。

次のような言葉は禁句にしています。

「こんなこともわからないの？」

「前に教えただろ！」

「はァ～…(ため息)」

授業形態は特殊です。

個別指導も取り入れます。

国語の記述練習もします。

志望校別の指導

＝ユニークな授業＝

個人面談

親身の授業

優学習会のご案内 3



すぐる学習会の特徴２

すぐる独自の授業

すぐるに入室・退室するときに(電車の改札のときのように)カードをタッチしてもらいます。すると、

入退室データがインターネットの個々の「すぐるマイページ」に記載されます。父母の皆さんがアクセスする

と、入室・退出の時間がわかります。

また、宿題をやってきたときなどにポイントカードのポイントが増えます。

ポイント１００個ごとに、図書カードを差し上げます。

宿題をしたり、勉強をするモチベーションになります。

授業でわからなかった問題や、自宅で学習していてわからない問題、志望校の過去問をやってわからなかった

問題など、個々の「すぐるマイページ」内の「質問ボード」で質問することができます。

講師が手書きで解説をアップします。

算数の予習シリーズの解説をくわしく解説した「くわしい解説」を毎週配付しています。

予習シリーズが改版になってから、すでに４０００ページ以上作成しました。

すぐるホームページ（アドレス→https://www.suguru.jp）内に、様々な教材をアップしております。

また、すぐる内部生用ページにも大量の教材があります。

「都道府県ジグソー」「年号暗記バトル!!」などのインターネットで利用できるゲームを開発しています。

講習のときなどに，クイズ番組でおなじみの「ピンポンゲーム」で楽しんで学習します。

他に，体験授業でも行いました「数パズル」も、とても盛り上がる授業です！

土曜日の午前中や組分けテストの前日などに、直接質問できる時間を設けています。

毎年、卒業生に合格体験記を書いていただいています。（アドレス→https://www.suguru.jp/goukakutaikenki.html）

すぐるホームページでは、３００件以上が掲載されています。

ポイントカード

質問ボード

「くわしい解説」

インターネット教材

＝ユニークな授業＝

楽しい授業

合格体験記

インターネットゲーム

優学習会のご案内 4
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講習や受講料などの規約・約束

すぐるの規約

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。

事前にお分かりの場合は、メールでご連絡下さい。
連絡なく欠席の場合は、メール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。

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ので，全員参加必修です。
不参加の場合は、開始1か月前までにお申し出ください。

遅刻・欠席

各種講習

受講料について

自転車をビル周辺に止められませんので，塾生には駐輪を禁止しています。
自転車通学をご希望の方は、ご家庭の方で個々に駐輪場を契約なさってください。

駐輪について

他のテナントの方とのトラブル防止のため、エレベーターを使わず階段を利用してください。

ビルの階段・トイレについて

トイレでは洗面所を水浸しにしない、ハンカチで手を拭く、騒ぐのは禁止など、エチケットを
守って下さい。
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プロ中のプロが教える！

レギュラーコースのご案内

学年 曜日 科目 受講料（月額）

小学６年

火

木

金

土

国語

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

4:30～7:00

週４日 …52,000円＋税

週３回 …33,500円＋税

週２回 …21,500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５０分(終了予定) 塾実施

その他の費用

4:15～6:30

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

四谷大塚 月例テスト（４年生） 土曜日 午後５時１５分から７時３５分(終了予定) 塾実施

優学習会のご案内 6

小学４年 火

木 算数・理科

国語・社会 4:30～6:45

週２回 …21,500円＋税

4:30～7:00

月水コース

火木コース



講習は必修です。

各種講習のご案内

講習 学年 日程 受講料

春期講習

６年

５年

４年

時間

13:00～17:30

13:00～16:30

9:00～11:45

37,800円＋税

優学習会のご案内 7

（参考）

3/27～4/3

(3/30を除く7日間)
29,400円＋税

23,100円＋税

夏期講習

６年 全158時間 132,720円＋税

7/21～ 8/8

冬期講習

６年

５年

４年

9:00～16:30

9:00～12:00

9:00～11:30

101,400円＋税

12/26～12/29
35,300円＋税

25,200円＋税1/4 ～ 1/6

12/26～ 1/7
など

8/16～ 8/28

（途中4日間休み）

５年 全88時間
73,920円＋税7/21～ 8/8

8/16～ 8/24

（途中4日間休み）

４年 全55時間
46,200円＋税

7/21～ 8/3

8/16～ 8/24

（途中3日間休み）

（他にﾃｷｽﾄ代）

（他にﾃｷｽﾄ代）

２０２２年

２０２２年

（参考）

２０２３年



小さな塾から大きな成果

合格実績

跡見２，市川３，浦和明の星，大妻中野２，大妻嵐山６，大妻嵐山（成績奨学生）４，大宮開成，海城，

海陽学園特別給費生，学習院女子３，吉祥女子２，共立２，慶応湘南藤沢（女子），慶応中等部（女

子），恵泉，佼成学園女子（Ｓ特待），国府台女子学院，香蘭，國學院久我山，埼玉栄（医学クラス）２，

埼玉栄（難関大クラス），栄東（東大クラス）７，栄東（東大クラス特待）５，栄東（難関大クラス）３，

佐久長聖２，実践女子２，渋谷教育学園渋谷２，渋谷教育学園渋谷（特待），渋谷教育学園幕張２，

淑徳与野５，城北２，城北埼玉（特待），昭和女子大付，女子聖学院，巣鴨，聖学院，聖学院アドバ

ンスト，専修大松戸，千葉日大一，中央大附，筑波大附属，筑波大附属駒場，東海大浦安３，東京

女学館２，東京都市大II類，東京農大一，東邦大東邦３，東洋大京北，日本女子大附，日大第一，日

大第二，広尾学園（医サイ），富士見２，普連土，法政第二，三田国際２，宮崎日大，武蔵２，明大明

治，安田学園（先進コース），山脇４，立教新座，早稲田３，早稲田佐賀，和洋九段，和洋国府台２

２０２２年合格実績 男子８名，女子1９名在籍。２クラス，入会テスト無しでの実績です。

大妻２，大妻中野３，大妻嵐山２，大妻嵐山（奨学生B），大妻嵐山（奨学生Ｃ）２，開智Ｓ特待，吉祥女

子２，暁星，恵泉３，光英veritas（特待），攻玉社２，佼成学園，国府台女子３，香蘭，埼玉栄（医学ク

ラス）３，埼玉栄（難関大クラス）２，埼玉栄，栄東（東大クラス），栄東（難関大クラス）８，品川女子，

渋谷教育学園渋谷，淑徳，淑徳（スーパー特進東大選抜），淑徳与野，頌栄女子学院，城北，城北埼

玉２，城北埼玉（特待），成城２，西武文理４，世田谷学園（特待），専修大松戸，高輪，東京女学館，

東京都市大I類２，東京農業大学付属第一，東邦大東邦２，獨協，日本女子大附属，日大豊山２，日大

豊山女子，広尾学園２，広尾小石川（特待），不二聖心２，富士見，普連土３，宮崎日大２，明治大学付

属中野２，盛岡白百合，山脇学園，立教池袋，立教女学院，麗澤，早稲田，早稲田佐賀２，和洋国府台２

２０２１年合格実績 男子12名，女子1４名在籍。２クラス，入会テスト無しでの実績です。

跡見学園，市川２，大妻嵐山５，大妻嵐山（奨学生Ｂ），大妻中野，開智日本橋，学芸大附属国際，九段

中等教育（区分Ｂ），京華学園特別選抜クラス，恵泉，晃華学園，佼成学園４，埼玉栄（進学クラス）２，

埼玉栄（難関大クラス）３，栄東６，栄東（東大クラス），品川女子学院，芝２，芝浦工大附属，十文字，

城西川越，城北４，城北埼玉，城北埼玉（選抜クラス），昭和女子大附属，女子美術大学付属，成城２，

西武文理特選，東京都市大付属，東京農業大学付属第一，東邦大東邦，獨協，獨協埼玉，長崎日大３，

富士見，法政大学中学，三田国際，宮崎日大，宮崎日大（選抜コース），武蔵，明治学院３，明大中野，

目黒日大，山脇学園，早稲田，早稲田摂陵

２０２０年合格実績 男子15名，女子12名在籍。２クラス，入会テスト無しでの実績です。
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小さな塾から大きな成果

合格実績

愛光，跡見Ｉクラス，，市川，浦和明の星，浦和実業（特待），鴎友学園，大妻２，大妻嵐山３，大妻嵐

山奨学生，大妻中野２，大宮開成（特待），お茶の水女子大附（内部進学２），海城，片山学園，吉祥

女子，恵泉２，光塩，佼成学園特待，香蘭，埼玉栄（進学）３，埼玉栄（難関大）３，栄東（東大）５，栄

東（東大特待），栄東（難関大）３，実践女子，品川女子２，渋谷教育学園渋谷，淑徳東大スーパー

特進，淑徳与野，順天３，城北２，城北埼玉４，城北埼玉（特待）２，世田谷学園，千葉日大第一，東

京都市大等々力（特選），東洋英和，東洋大学京北，豊島岡女子学園，獨協２，獨協埼玉，日大第二，

日大豊山２，農大一２，広尾学園，星野学園（理数進学），星野学園（理数選抜），本郷，宮埼日大，

明治学院，明大中野３，明大明治，山脇学園，立教新座，麗澤，早稲田高等学院

２０１９年合格実績 男子15名，女子1３名在籍。２クラス，入会テスト無しでの実績です。

跡見Ｉクラス２，市川，浦和明の星２，桜蔭，大妻中野３，大妻嵐山４，大宮開成（英数特科），海城，

開成，吉祥女子，恵泉３，佼成学園，國學院久我山ＳＴ，國學院栃木（学力奨学生I），埼玉栄（進学）３，
埼玉栄（難関大），栄東（東大），栄東（東大・特待），栄東（難関大），札幌聖心，品川女子学院，渋谷

教育学園渋谷，渋谷教育学園幕張，十文字，淑徳与野，頌栄女子学院，城北２，城北埼玉４，城北埼

玉（特待），昭和女子，女子美，聖学院（アドバンストクラス），筑波大附駒場，田園調布，桐蔭学園，

東京都市大付属，東大附，東京農大一，東邦大東邦，土佐塾４，豊島岡女子学園，獨協，日大長崎，

日大豊山，函館ラサール，富士見３，普連土，三輪田，山脇２，早稲田実業，和洋国府台

２０１８年合格実績 男子８名，女子１５名在籍。２クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。

跡見学園２，大妻嵐山８，大妻嵐山（奨学生Ｂ），暁星，恵泉，光塩女子学院２，国府台女子，埼玉栄

（難関大）３，栄東（難関大）９，栄東（東大）４，芝浦工大柏，十文字（スーパー型特待），淑徳（東大

Ｓ特待），順天，順天（特待），城北３，城北埼玉，城北埼玉（特待）２，昭和女子２，巣鴨２，世田谷学

園２，高輪，東京女学館２，東京電機大，東京都市大２，東京都市大等々力（特選），東邦大東邦，土

佐塾４，日大第二，日大豊山，日大豊山女子，函館ラサール，広尾学園４，不二聖心，富士見，普連

土，法政大，宝仙理数インター，本郷，宮崎日大，三輪田，明大中野，明大明治，立教女学院，山脇，

和洋九段，和洋国府台

２０１７年合格実績 男子1２名，女子1６名在籍。２クラスのみ，入会テスト無しでの実績です。

優学習会のご案内 9



小さな塾から大きな成果

合格実績

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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小さな塾から大きな成果

合格実績
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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。



小さな塾から大きな成果

合格実績

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。
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