
浦和北・埼玉栄合格
名波　未利也くん（与野南中）

県立浦和・川越東合格
小林　悠羽くん（与野西中）

県立浦和・栄東合格
金子　智春くん（与野東中）

市立浦和・大宮開成合格
斉藤　萌南さん（与野東中）

県立浦和・栄東・開智合格
江口　昂汰くん（与野南中）

県立浦和・開智・川越東合格
小布施　亮太郎くん（八王子中）

大宮・大宮開成・栄東合格
山田　実侑さん（埼大附中）

県立浦和・武南・川越東合格
吉田　蒼空くん（第二東中）

県立浦和・栄東・開智合格
吉田　賢生くん（与野東中）

浦和一女・豊島岡女子・淑徳与野合格
後藤　穂佳さん（与野東中）

浦和一女・栄東・大宮開成合格
染谷　茉里さん（常盤中）

浦和一女・大宮開成・開智合格
田坂　優成さん（与野東中）

浦和一女・淑徳与野合格
平田　友花さん（与野東中）

浦和一女・淑徳与野合格
松田　美里さん（与野東中）

浦和一女・開智・栄東合格
芳野　有咲さん（与野東中）

浦和一女・淑徳与野・東京家政大附合格
奥津　優花さん（常盤中）

春日部・川越東合格
松岡　響希くん（与野東中）

慶應女子・早大本庄・淑徳与野合格
髙山　瑚雪さん（与野東中）

早大本庄・大宮開成合格
豊間　奨くん（与野東中）

川越女子・開智合格
久保田　南美さん（与野西中）

蕨・淑徳与野・大宮開成合格
井上　真奈さん（与野西中）

蕨・大宮開成合格
小島　欣瑶さん(大宮南中)

川口北・栄北・星野合格
松本　詩帆さん（与野東中）

川口北・大宮開成・栄北合格
大野　汐凜さん(与野東中)

川口北・川越東・武南合格
中田　瑛太くん(八王子中)

上尾・川越東合格
金石　瑞生くん（大原中）

国際基督教大・栄東合格
髙田　聖佳さん（与野東中）

浦和西・川越東合格
水村　颯太くん（与野東中）

浦和西・川越東・細田学園合格
鹿野　佑太くん（大原中）

浦和西・武南・獨協埼玉合格
鈴木　陸くん（大原中）

浦和西・川越東・大宮開成合格
丸山　寛太くん（与野東中）

浦和西・川越東・大宮開成合格
山岡　虎太郎くん（与野東中）

浦和西・川越東合格
南　智也くん（大宮南中）

伊奈学園・栄北・埼玉栄合格
岡　侑平くん（与野東中）

大宮北・武南・浦和実業合格
渡邉　真央さん（与野東中）

早大本庄・栄東合格
阿部　咲佳さん（八王子中）

淑徳与野合格
大杉　南織さん(第二東中)

淑徳与野合格
田島　杏菜さん(与野東中)

日大豊山・栄北合格
長谷川　悠くん(大原中)

日大豊山女子合格
米田　璃子さん (大原中)

武南合格
重信　有佑くん (大原中)

西武台合格
樋口　航輝くん（与野東中）

星野合格
佐藤　なるみさん（与野東中）

浦和南・浦和実業・武南合格
中田　遥太くん（八王子中）

浦和南・武南合格
野津　賢司くん（与野東中）

浦和南・武南・東京家政大附合格
髙田　果歩さん（大原中）

ぼくは、この三年間とても楽しく、厳しく、思い出深い生活をおくってきま
した。思い返すと辛い思い出が多くてもっと楽しんどけばよかったなと思
うけれど、それに負けないくらいに受験で合格した嬉しさと、塾の先生方
や両親への感謝の気持ちが大きいです。本当にありがとうございました。

僕は上尾高校を志望した。なぜなら、上尾高校はテニスが強く自分
にあうと思っていたからだ。自分の志望校に強い「こだわり」をもっ
て勉強することができたのでこの一年に悔いはないです。大学受験
も志望校への「こだわり」をもって悔いのないようにしたいです。

中学1年、2年のときは勉強よりも部活の方が大事だと思っていたけれど、
3年になって部活を引退し、しぶしぶ勉強していくにつれ、勉強の方が大
事だと思えるようになりました。塾では集中力を高めることができ、この
集中は大好きなテニスにも生かせると思うので、生かしていきたいです。 

スクール21さいたま本部教室の合格者のみなさんからたくさんのメッセージをいただきました。その一部をご紹介いたします。 ※合格体験記は紙面の都合で一部抜粋して掲載しております。完全版は、さいたま本部教室のホームページをご覧ください。

上尾・昌平合格
高橋　源輝くん（大原中）

川口北・武南合格
奥山　和々さん（与野東中）

春日部・川越東合格
成冨　翔太くん（大宮南中）

春日部・大宮開成合格
伊藤　央貴くん（与野東中）

与野・山村学園・栄北合格
高橋　海利くん（大原中）

春日部・城北埼玉合格
大谷　健くん（大宮南中）

東京工業高専・大宮開成合格
福島　楓人くん（与野東中）

浦和東・浦和学院合格
大倉　慶くん（与野東中）

上尾・昌平合格
森谷　駿くん（大原中）

浦和北・浦和実業合格
新保　優斗くん（与野東中）

浦和北・浦和実業合格
鈴木　翔くん（大原中）

大宮北・栄北合格
田中　健太くん（与野西中）

浦和南・浦和実業合格
伊藤　莉奈さん（与野東中）

浦和南・春日部共栄合格 
廣田　雄飛くん （与野西中）

直前まで志望校を考え直せと言われていた僕に合格という結果が待っている
とは思いませんでした。多くの先生達に面倒見てもらって迷惑をかけて苦労さ
せてしまったけれども、担当してくれた先生方に恩返しができたと思います。
先生方、僕の奇跡ともいえる合格を支えてくれてありがとうございました。

私がスクール21で学んだことはとってもたくさんあります。その中でも大き
いのは、きもちの面です。自分のきもち次第で可能性を広げることも、縮め
てしまうこともあるんだと改めて感じました。(中略)きもちで負けずに、こ
の先の大学受験もその先も頑張ります。本当にありがとうございました！

この一年間はとても短く感じられました。1学期はどの高校に行くのか決まって
いませんでしたが、夏休みに上尾高校に進学することを決めました。その日から
は合格に向けて一生懸命勉強しました。(中略)高校でも受験を通して学んだ努
力や、先生方に学んだことをいかしてテニスと勉強をがんばっていきたいです。

僕は、勉強に対する意欲も低く、学校や塾のテストの点数が低くても、あまり見
直しもしませんでした。しかし受験日が近づくにつれて危機感もだんだん高ま
り、自分で平日は毎日塾に行くという目標をたてて努力しました。(中略)そして、
試験当日は落ち着いて取り組むことができ、無事合格することができました。

僕は迷惑かけてばっかで、そのたびにおこられてやめようかと思うことも何
度もありました。けれど、今になってやめなくてよかったと思いました。僕はこ
の塾をたくさんの友達に紹介して先生たちはもっと大変になってしまったか
もしれませんが、とても楽しかったです。本当にありがとうございました！

スクール21は、他の塾とちがい、早朝特訓や朝まで特訓、ハロパなど、先生達が生徒の
ために企画を考え、勉強に対する生徒のモチベーションをあげてくれ、とてもうれしか
ったです。また、クラスごとに対決するイベントなどによって、団結力が生まれ、一体感
を感じることができました。「クラス全員合格」ができたのはそのおかげです！

僕は中3からほぼ毎日塾に来て自習をしていたが、10月頃は意味が無
いのではと感じながらやっていた。しかし、受験前の市の学力テストで、
意味がないと思っていた自習が役に立った。この受験を通して、意味が
ないと思うことも、どこかで必ず役に立つのだということを学んだ。

塾は成績を上げるところですが、ここで私は、人間関係や感謝の気持ちを持つこ
との大切さなど、精神面でも成長できた気がします。また、全国を探しても、「早朝
特訓」「朝まで特訓」のようなものをやっている塾は絶対にないし、こんなに生徒
思いな先生がいる塾もないと思います。3年間本当にありがとうございました！

スクール21では、「全員合格」と言い続けることで仲間と勉強することの大切さ
を私たちに教えて下さいました。また、何事も最後まで成し遂げること、一つひ
とつ小さな努力を積み重ねていくことの大切さなど本当にたくさんのことを学
びました。こんなに素敵な塾に通えて幸せでした！（将来の夢）牧先生になる！

この塾の一番の魅力は先生です。どの先生方も生徒に思いを掛けて育て共に悩み、
共に笑い、共に泣いてくれます。そこに塾の生徒と先生以上の信頼関係を私は感じ
ています。初めての受験をなんとなく終わらせるのではなく、ひとつの経験にできた
のは私の何倍も必死になってくれた先生方のお陰です。ありがとうございました。

朝早くから夜までの自習はとてもつらく大変でしたが、友達のおかげで毎日
楽しく、困難を乗りこえることができました。スクール21に入ってから、友達の
大切さを感じることができました。また、朝早くから塾を開けて、夜遅くまで
塾にいてくださった先生方にも感謝しております。ありがとうございました！

僕は、中学2年生の秋にスクール21に入塾しました。初めは、楽しければそれ
でいいと思っていましたが、先生達の支えがあり、本格的に塾で自習をし始め
てから、だんだんと結果も伸び、入塾時には眼中にもなかった高校に合格で
きました。一年間ありがとうございました。ぼくはこの教室が大好きです！

私は、受験生にも関わらず、勉強をさぼりがちでした。その結果、志望校の基
準を大きく下回っていました。それでも、合格を果たすことができたのは、スク
ール21の先生方のおかげです。時に優しく、時に厳しく指導して下さった先生
方がいなければ今の私はないと思います。本当にありがとうございました。

僕は中学3年生からこの教室に入りました。そのときは志望校なんて全く
決まっておらず、考えてもいませんでした。ですが、この教室は早いうちか
ら進路について一緒に考えてくれて、とても頼もしかったです。中1、中2の
みんなも、真剣に志望校を考えて楽しい中学校生活を送ってください！

(前略)朝まで特訓では、たくさんの勉強のコツを教えてもらいつつ、クラスの人と
仲を深めることができ、とてもよい経験になったと思います。自分ひとりで朝まで
勉強することは決して簡単なことではないと思いますが、先生方の楽しい授業や、
クラスのみんなのおかげで最後までがんばれました。ありがとうございました。

「もうだめだ、そう思った時が本当の始まりだ」この平山先生の言葉が僕の胸に
刺さり、勉強を今まで続けることができました。今、ここで僕は何人の先生に教わ
ってきたのか数えてみたところ、27名の先生が僕に授業をしてくださいました。
このスクールでの経験は絶対に忘れません。本当にありがとうございました！

先生方や仲間の一言が、先生方や仲間がくれた笑顔が、先生方や仲間の存在が、
私の淑徳与野へ行きたいという思いを、願いから事実へと変えてくれました。私
にとって、一生忘れることのない、他の何にも変えることができない、かけがえの
ない財産をここ、スクール21で得ることができたと思います。感謝しています。

冬期講習では毎朝6時30分から塾へ来て死ぬ気で勉強していました。こんなに朝
早くから毎日開けてくれるところはここしかないと思います。早朝特訓もそうです
が、一番は朝まで特訓です。これがなかったらクラスのみんなとの仲も深まらなか
ったと思います。本当に先生方には感謝しかありません。ありがとうございました。

僕は昔から自分に甘く、楽な方を毎回選んでしまいます。塾の三者面談で
「このままでは浦和西は厳しい」と言われました。そこから僕の気持ちは変わ
り勉強に向き合うようになりました。もしスクール21に通ってなかったら、絶
対に合格できてなかったと思います。三年間ありがとうございました。

私は川越女子高校を目指していましたが、ずっと遠い存在でした。後悔がない
ようにという先生の言葉が支えとなり、川女に願書を出し直すことを決めま
した。(中略)掲示板で自分の番号を見つけたときは、信じられませんでした。後
悔のない決断をして本当に良かったです。感謝の気持ちでいっぱいです。

私は合格以上に大切なものをスクール21に教えてもらった気がします。挑戦する
ことや最後まで絶対諦めないことの大切さ。一緒に戦う仲間の大切さ。何かに向
かって必死に努力することの楽しさ。こんなにも素敵な塾に出会い、SG2のみんな
と先生方と受験を乗り越えられた私は、本当に世界一、いや、宇宙一の幸せ者で

夏休みには、毎日朝から夜10時まで勉強する日々を過ごしました。辛い事ばかりだ
ったけれど、この夏以上に学力が伸びたと感じることはなかったです。(中略)一番大
切なのは内申です。1年・2年の頃ひどかった僕が、中3になり、まじめになって内申を
取りにいった結果、45近くまで取ることができました。内申は本当に大切です。

最初は、塾が嫌いで自習にはほとんど行かず、授業にしかたなく行っていました
が、受験が近づくと、早朝特訓にも参加し、朝から夜までずっと塾で勉強してい
ました。入試本番は緊張しましたが、つみ上げてきたものを信じ、ベストを尽くす
ことができました。スクール21の先生方、本当にありがとうございました。

中3になってからは、部活動ばかりで、勉強の時間があまり取れず、成績も落と
してしまいました。しかし、夏期講習での取り組みの成果もあり、数学の偏差値
が10も上がりました。(中略)こうして合格体験記が書けるのも、春日部高校に
合格できたのもスクール21の先生のおかげです。ありがとうございました。

中3の夏休みに自分の立ち位置に気づき、焦りました。それから必死に勉強を
頑張りました。2学期になってからは、自分の成績に自信がつくようになりま
した。それからは、先生方が全力でサポートしてくれたおかげで成績をキープ
できました。いま思えば、この塾を選んだ事は本当に正解だったと思います。

12月にクラスが上がり、本気で川口北高校を目指そうと思って毎日自習
に行くようになり、ひとつ感じたことがあります。それは、友の大切さで
す。毎日勉強ばっかでつらかった日々も、塾に行けば友達に会えるという
思いで自習に行き、休み時間にはわらい合い…そんな仲間が最高です！ 

志望校に合格するために、持てる時間を全て勉強に費やしました。勉強が嫌にな
り、つらい時期もあったけど、毎日塾を開けてくれている先生達や、ご飯を届けて
くれる家族や、励ましてくれる友達のおかげで乗りこえることができました。こ
の経験を忘れることなく、活かしていきたいです。ありがとうございました。

私は塾に入るまで真剣に勉強したことがなく、本当に不安でした。でも、スクール
21に入り、周りの雰囲気に押されて少しずつ勉強をはじめました。(中略)あんな
につらかった早朝特訓や朝まで特訓が、今では懐かしく、寂しいけどこの塾での
経験をいかしてこれからも乗り越えたいです。本当にありがとうございました！

県判でマイナスが続いて出て、入試本番をむかえた。不安でいっぱいだった。
受かる気がしなかった。試験会場に行った時、校門の前で先生が待っていた。
先生たちのメッセージが書かれたチョコレートをもらった。それを見て、少し不
安がやわらいだ気がした。(中略)そして、結果を見た時、満足感につつまれた。

私はスクール21で努力することの大切さ、あきらめないことの大切さを学び
ました。SG1の担当の先生方や、朝早くから塾を開けて下さった平山先生、本
当にありがとうございました！本部教室でよかったです。感謝してもしきれま
せん。この教室で過ごした日々は宝物です。本当にありがとうございました。

SP2からの始まりでした。(中略)合格発表の2日前からほとんど寝られません
でした。掲示板に自分の受検番号を見つけたら、喜びと安心、さらに驚きで涙
が止まりませんでした。この1年間苦しく、つらい気持ちになりましたが、最後
は笑顔で終われる結果になりました。本当に本当にありがとうございました。

中3のはじめ、自分が浦和高校を受検するとは思ってもいませんでした。周
りの友達にも刺激を受けて勉強していくうち、だんだんと浦高が見えてき
ました。夏休みが終わると勉強ばっかりでとてもつらい毎日だったけど、
今では、その毎日がとても大切なものであったことがよく分かります。

僕はスクール21に入るまで、いくつもの塾に入ってはやめていましたが、こ
こには気合や絆を感じ自分に合っていると思いました。先生方は生徒のこ
とを考えて課題などを出してくれるので、悩んでいること（受験勉強・精神
面）があれば先生に相談することが解決への一番良い策だと思います。

私が勉強ばかりの1年間を乗り越えられたのは、先生方やSUのみんながいてく
れたおかげだと思います。受験は団体戦なんだとこの1年で実感できました。
SUのみんなと同じ教室で頑張るあの感じがすごく好きだったし、それが私を
支えてくれました。文句なしの青春でした。本当にありがとうございました！

一、二年生のころは、定期テスト前以外はずっと部活をやっていました。中三の
夏休みからほぼ毎日塾に来て、塾にいる間はしっかり勉強するようになりまし
た。(中略)スクール21で、すてきな先生と大切な仲間といろいろなことに挑戦
することができてよかったです。三年間、本当にありがとうございました。

自宅ではあまり集中できず、勉強道具もあまりなくて、とても困りました。
だけど、いつも早朝から塾を開けてくださるおかげで集中できる環境で
勉強し、苦手なところをつぶしていけました。最終的には志望校に合格す
ることができたけど、それはスクール21の先生方のおかげだと思います。

入塾当初、学校の授業、部活、帰宅後の宿題、野球の自主練など、新しい生活に
慣れることで精一杯だったことを覚えています。特に中3の夏期講習は大会期
間中で、体力的に厳しいものでしたが、乗り越えてこそ文武両道だと自分に言い
聞かせて頑張り、全国大会出場を果たし、受験では第一志望に合格できました。

この受験を通して、感謝したい人がたくさんできました。早朝特訓や朝まで特
訓などを開催したり、最後の最後まで真剣に向き合ってくれた先生方、朝か
ら夜まで働いてくれる父、お弁当をつくってくれたり精神的な面でも支えてく
れたりした母、お弁当を届けてくれた弟に感謝の気持ちを伝えたいです。

私は吹奏楽部に入っていたので、練習が一日中あり、自分の勉強をする時間がほ
とんどありませんでした。(中略)冬休みは早朝から夜まで毎日勉強し、その結果
が出たときはすごく嬉しかったです。受験が終わって、家族や先生、友達の支え
がどれだけ大切かを知ることができました。今までありがとうございました。

入塾したばかりの頃は、志望校も決まっていない状態だったので最終的に自
分が浦高に合格するとは思っていませんでした。私が合格できたのは共に勉
強してきた仲間、授業や質問対応をしてくれたり、学習のことで真剣に寄り添
ってくれた先生方、そしてスクール21に通わせてくれた両親のおかげです。

何十回否定されても、何百回肯定してくれる先生がいた。何千回立ち止まって
も、何万回声を掛けてくれる家族がいた。何十回挫けても、何百回走り出し、何
千回届かなさそうになっても、何万回腕を伸ばし、そして掴み取れた合格だ。こ
こまで助けてくれた友達や家族、先生方へ、本当にありがとうございました。

今回合格することができたのは、SUというクラスで、仲間と一緒に努力し
たことと、今まで様々な面でお世話になった先生たちの指導のおかげだと
思います。スクール21は努力するための良い環境だったと思います。最初は
塾に行くことが嫌だったけど、今ではいつでも訪れたいと思える場所です。

僕は教室で自習をしないことを、なぜかプライドにしていた時期もありまし
た。でも生徒たちが熱心に勉強しているのを見て心動かされました。この教
室にいなかったら、今の僕は存在しません。自分という存在を良い方向に変
えてくれたこの塾にとても感謝しています。ありがとうございました。

自分の勉強方法が合っているのか、何が正解なのか悩むこともありました。
それでも3学期が始まってからは1％でも合格の可能性が上がることを祈っ
てひたすら勉強しつづけました。学校から直接塾に行き、家に帰ってからも
勉強し、休みの日には1日15時間以上勉強するのが当たり前になりました。

夏までは我武者羅に量をこなしていましたが、過去問の点数は上がりませんでし
た。量だけでは入試に間に合わないと思った時、山本先生から、質や効率の面を
指摘され、自分なりに真剣に考え、ふり返りノートを丁寧に書いたり、その日のス
ケジュールを書いてみたりなど、試行錯誤しながら受験勉強に取り組みました。

「これほどまでに劣等感に苦しんだ１年間はない」私はそう確信していま
す。でも、この一年間は私にとって一生の宝物です。共に勉強し、どんなこと
も共に乗り超えてきたZのみんな、そして先生方、本当にありがとうござい
ました。3年後の大学受験でも恩返しができるようこれからも頑張ります。

私が合格できたのはたくさんの人の支えがあったからで、毎日お弁
当を作って送り迎えをしてくれたお母さん、一緒に頑張ったクラスの
みんな、そして、私たちにしっかりと向き合ってくれた先生方に感謝
の気持ちでいっぱいです。本当に本当にありがとうございました！

僕は、中学2年生の夏休みに入塾しました。新しい環境に慣れず、塾になじめなかっ
た僕を変えてくれたのは夏期講習を担当してくれた先生たちでした。先生達は、僕
のことを気にかけてくださり、苦手な部分をサポートしてくれました。(中略)塾を通
してできた友達、授業をしてくださった先生方、本当にありがとうございました。

私は、中学３年生の夏期講習のころ入塾しました。それまでは部活に熱中して
いて、勉強を全くしてきませんでした。しかし、入塾してからは、毎日勉強する
日々で、次第に意欲も高まり、毎回の確認テストで満点を取るために自習室
を利用するようになりました。短い間でしたが、本当にお世話になりました。

私が、公立受験を決めたのは11月でした。周りの受験生と比べ、とても遅いス
タートでした。12月まで理社をやってこなかった私にとっては無謀な挑戦で
した。けれど、スクール21の先生方が協力してくれ、私を支えてくれました。そ
のおかげで私は合格することができました。今までありがとうございました。

僕は中学１年生のときに、このさいたま本部教室に入った。塾にはいろいろな迷
惑をかけてしまったけど、自分自身、とても良い経験ができたなと感じました。
これからも勉強を続けて学力が衰えないよう高校生活を送っていこうと思いま
す。サッカーと勉強を両立できるよう頑張ります。ありがとうございました！

私は、あまり勉強が好きではなく、自分から勉強することはあまりなかったけれど、早
朝特訓などに参加することによりたくさんの時間を確保することができました。合格
が決まってからはあまりできなかったけれど、先生たちが優しくわかりやすく指導して
くださったおかげで最後までつづけられました。本当にありがとうございました。

僕は、1年生のときからスクール21に入って、たくさんの先生方や友達と授業
を受けました。中１、中2の頃は、あまりやる気がなかったけれど、先生たちは
いつも僕を支えてくれました。僕は家では勉強出来なかったので、ほとんど毎
日塾が開いているのはとてもありがたかったです。ありがとうございました。

2月は早朝特訓に毎週参加しました。もちろん自分も辛かったけど家族も辛かったと思
います。(中略)この受験を通して、感謝の大切さを学びました。応援して下さった家族や
友達、そして一番の支えになった塾の先生方にとても感謝し、これからもたくさんの人
に感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいです。本当にありがとうございました。

入試が終わってからいろいろなことに気づきました。先生方は毎日塾に来て、早い
時間から教室をオープンしていただいたり、分からないところがあればすぐに質問
に行ける環境を作っていただき、とても感謝しています。入試は結果も大事ですが、
それまでの過程が一番大切だと僕は思います。三年間ありがとうございました。

スクール21には、多くのイベントがあり、その一つ一つに全力で取り組むことができ
ました。朝まで特訓では、知識よりもクラスのみんなとやりきった達成感や経験を得
ることができました。また、同じクラスのみんなとの絆や仲も深めることができまし
た。スクール21には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました！！！

ぼくは、中3から入りました。夏期講習の頃は、そこそこ勉強しましたが、それ以降
はあまりできませんでした。自分の中で自信があったからです。結果的には合格
できましたが、なにか少し物足りなさを感じてしまいました。今塾に通っている中
1・2生には自分みたいにならないよう、全力で受験に臨んでほしいと思います。


