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安野 昌雄さん【西那須野中】
1日30分だった勉強時間が
入塾後に何倍にもアップしました！
塾に入る前は1日30分も満たないくらいだった
勉強時間が、入塾してからは数倍から数十倍に
伸び、学校の実力テストで9位を取れました。

大高合格
八板 佑樹さん【小川中】
勉強に対する意識・考え方が
プラス思考になりました！
早朝特訓は朝早くて大変でしたが、おとしやすい問
題を確実におさえることができました。また、勉強に
対する意識や考え方がプラス思考になりました。

大高合格

細谷 錬さん 【宇大附中】

実戦模試や先生の助言で
効率よく勉強できました！
周囲に同じ目標を持つ仲間がいるため、常に緊張感を持
って勉強に取り組めました。また、実戦模試では自分の位
置が正確に分かり、本番に向けてよい練習となりました。

宇高合格
江田 士恩さん 【旭中】

校舎壁面の偉人達の格言は、
いつも私を救ってくれました！
ACADEMY・GROUPの情熱的な講師陣の授業
で偏差値が大きく上がりました。さすがは県内ナン
バーワンの実績・伝統、そして生徒思いの塾です！

宇高合格
後藤 瑛大さん 【陽北中】

正月特訓で自分の弱点がわかり、
成績アップにつながりました！
正月特訓で丸一日1教科だけをやるのはとても大変で
した。しかし、その中での自分の弱点を浮き彫りにする
ことができ、成績アップにつながったのでよかったです。

宇高合格
齋藤 望実さん 【陽東中】

毎週の模試、解説、解き直しで
合格へ近づくことができました！
夏期講習での一問一答が最も難しかったです。夏で基礎を
完璧にすることで、理社の点数が安定し、自信がつきました。
本番でも理科、社会は90点以上をとることができました。

宇高合格
田﨑 優輝さん【小山第三中】
実戦模試により入試本番で
点数を取りきる力が身につきました！
トップ高を目指していた私にとって、先生、授
業、学習環境等々が、県内最高峰のアカデミ
ー・グループで学ぶことは、最適解でした。

宇高合格

生澤 奏人さん 【大谷中】

アカデミーは受験情報や
学習サポートが充実しています！
アカデミーでは、多くの受験情報を得ることが
でき、合格するための学習計画など、先生達と
話し合いながら勉強を頑張ることができました！

宇高合格
新川 翔大さん【阿久津中】
同じ目標を目指す仲間達と
切磋琢磨できました！
部活動を引退し、受験への意識を高める時期に、
同じ目標を持った人達と共に勉強することがで
きとても良いスタートダッシュができました。

宇高合格
髙木 哲将さん【大田原中】
目標をたてて努力し、最後まで
諦めない事の大切さを学びました！
実戦模試では、毎週テスト形式の実戦と解説授
業があるので、これまでに習ったことを総復習す
ることができ、志望校合格へとつながりました！

宇高合格
西崎 瑠時さん【西那須野中】
勉強が好きになり、自信につながり、
最後までがんばれました！
実戦・予想模試は、本番を想定した問題を実戦的に
解くことができ、週1回の模試をやり切ることで必要
な学力が身につき、入試に慣れることができました。

宇高合格

塚田 祥貴さん【南河内第二中】

「量をやれば絶対に力になる！」
その言葉がヤル気につながりました！
何事も最初が肝心だと思います。受験は、自分との勝負で
すが、他人との勝負でもあります。「他人より先に」というこ
とを考えて勉強したことが合格につながったと思います！

宇高合格

小野寺 宏泰さん【国分寺中】
毎週の解説授業で苦手を
なくすことができました！
アカデミーは勉強する環境が整っています。分か
らないところは理解できるまで先生が丁寧に教
えてくれるので、苦手をなくすことができました。

宇高合格

髙内 優依奈さん【鹿沼西中】
受験に勝つための精神力と
忍耐力を得ることができました！
受験勉強を通して、受験に勝つための精神力や日々怠
けず、毎日コツコツと勉強を続ける忍耐力、また難しい
問題が解けたときの嬉しさなどを得ることができました。

宇女合格

高原 風音さん 【片岡中】

解説授業や、やり直しノートの
継続が合格につながりました！
最初はテストで点数が取れなかったけど、解説授業ややり直
ノートを継続して行うことで結果が良くなっていきました。
知識が身に付いていき、達成感も感じることができました。

宇女合格

大竹 奈緒さん 【旭中】

実戦模試で自分に合った時間配分や
解き方を見つけることができました！
常に仲間と競い合える環境があったことが学力の
向上につながったと思います。丁寧に質問に答えて
くれる先生方の存在も、とても心強かったです。

宇女合格
伏見 葉月さん 【小山第二中】

先生と仲間達がいたから、
明るい気持ちで勉強できました！
アカデミーは、周りの仲間たちと高め合いな
がら勉強に取り組め、分からない問題があっ
ても、質問することができる環境でした！

宇女合格

塚越 さくらさん【一条中】
模試の成績がヤル気に
つながりました！
アカデミーは、模試の成績順で席が決まるので、常に前に
いる仲間をライバルとして、頑張って成績を上げました。
おかげで、第一志望の宇女に合格することができました。

宇女合格

山先 心春さん【三島中】
正月特訓の10年間の過去問は
とても役に立ちました！
正月特訓では10年間の過去問をひたすら単元別
に解くことができました。テキストの内容も豊富で
自宅で学習することもできとても役に立ちました。

宇女合格

浅和 璃桜さん【南河内第二中】

勉強の楽しさ、競争することの
大変さを実感しました！
アカデミーでたくさんの先生や友達と出会え、勉強の楽
しさ、競争することの大変さを知ることができました。また、
正月特訓での8時間の勉強は、忍耐力がすごくつきました。

宇女合格
山本 理乃さん【南河内第二中】

勉強があまり好きではない私でしたが、アカデミー
で勉強を始めてみると、できなかった問題ができる
ようになることが楽しいと思えるようになりました。

宇女合格
できなかった問題が、
できるようになる喜びを知りました！

伏木 瑞稀さん 【都賀中】

受験を通して勉強をすることの
楽しさを知りました！
受験を通して勉強をすることの楽しさを知りました。成
績が伸びずに悩むことがありましたが、勉強をすること
で解けたときの嬉しさや自信を持つことができました。

宇女合格

鈴木  詩さん 【東陽中】

模試をたくさん受け、解くスピードを
速めることができました！
模試をたくさん受けることができるため、自分なりの時間
配分をつかむことができました。実戦模試は入試本番の時
間より短いため、解くスピードを速めることができました。

宇女合格

渡辺 恭華さん 【小山中】

実戦・予想模試を受けて
短期集中型の姿勢がつきました！
実戦・予想模試は、本番よりテストを受ける時間が短い
こともあり、短期集中型の姿勢がつきました。また、分
からない所は先生に質問ができたのが良かったです。

栃女合格
椎名 康陽さん【小山城南中】
分からない所は、細かく説明して
くれるので、しっかりと理解できました！
アカデミーの先生は質問すると理解できるまで説明し
てくれました。また、自習室では、周りの生徒が真剣に
勉強しているため集中して勉強することができました。

栃高合格
野口 琴未さん【小山城南中】
長い時間集中して勉強することが
できるようになりました！
実戦模試など合計30回以上模試を受け、他
の人はこんなにやっていないと思うと自然と
自信がついたのでとてもよかったです。

栃女合格

坂下 景祐さん【小山第三中】
仲間と切磋琢磨し勉強する
環境は、良い刺激になりました！
仲間でありライバルである人たちと切磋琢磨し、勉
強をする環境下が、とても良い刺激となりました。
先生方はやさしく熱心に教えてくださいました。

栃高合格
鈴木 玲音さん 【姿川中】

最高の学習環境で入試直前も
焦らずに頑張ることができました！
素晴らしい先生方や非常に集中できる自習ス
ペースなどの良い環境のお陰で入試直前の
勉強も焦らずに頑張ることができました。

栃高合格

佐久間 そらさん【絹義務教育学校】
何回も模試を受けたことで
苦手を見つけることができました！
毎週、実戦模試を受けたことで自分の苦手を見つ
けることができました。その苦手を入試直前でなく
すことで、安心して入試に臨むことができました。

栃女合格

堀田 康介さん【南河内第二中】
仲間達とともに、受験まで
一緒に頑張ることができました！
夜遅くまで自習している仲間達の姿を見て、受
験まで一緒に頑張ることができました。受験を通
して共に頑張った仲間達の大切さを知りました。

栃高合格

若林 理希さん 【東陽中】

正月特訓で10年分の
過去問を解き傾向が掴めました！
正月特訓では1日9時間の勉強で長時間勉強することに
慣れ、苦手分野を克服することができました。10年分の
過去問を解き、傾向を掴み、良い対策が行えました。

栃高合格
青木 太成さん【栃木西中】
長時間の夏期講習で
勉強に対する体力がつきました！
夏期講習では今までにないくらい長時間勉強をするの
で勉強に対する体力がつきました。やりきったときには
自分に自信が持てる充実感や達成感がありました。

栃高合格

伏木 ひよりさん【栃木西中】
仲間の頑張りが自分の心に
火をつけました！
心が折れそうなこともありましたが、自習をする
仲間の姿や貼り出されている仲間のテストの得
点を見て、自分も頑張ることができました。

栃女合格
藤田 克哉さん【野崎中】
様々な問題でしっかり高い点が
取れるようになりました！
先生方は分からない所を納得するまで丁寧
に教えてくれたので、様々な問題でしっかり
高い点が取れるようになりました。

大高合格
関谷 虹海さん【西那須野中】
先生達の全力な姿を見て
本気で学習にのぞめました！
心配症な私が自信を持って受験当日を迎えることができた
のは先生の支えがあったからです。受験勉強は大変でしたが、
先生達の全力な姿を見て、私も本気で学習にのぞめました。

大女合格
矢口 みなみさん【親園中】
苦手な科目の点数が上がり、
高得点を取れるようになりました！
実戦模試は入試を意識して勉強に取り組むことができ、
入試の練習になりました。また、自分の苦手な科目の点
数が上がり、テストで高得点を取れるようになりました。

大女合格

合格した先輩から届いた喜びの「合格！」メッセージ。
●宇高・宇女高をはじめとしたトップ校に、今年も数多くの合格者を輩出することができました。ここで紹介しているのは、その合格者の一部です。

『合格！メッセージ
』は、 ACADEMY

宇都宮本校 ・ 宇都
宮駅東校 ・ 小山駅

東校

宇高前校 ・ 新栃木
校 ・ 自治医大校

宝石台校 ・ 大田原
校のみの生徒です

。

宇高・宇女・栃高・栃女・大高・大女合格おめでとう！

19.03.18

～東大・早慶を目指す～宇高宇女高 合格専門館

TEL.028-625-4616宇都宮本校
宇高宇女・県内有名中 合格専門館

☎028-651-0059宇高前校
宇高宇女高 合格専門館

☎028-651-1152宇都宮駅東校
宇大附幼・小・中、宇東中 合格専門館

☎028-612-4659宇都宮本校

首都圏中・高  宇高宇女高合格専門館

☎028-612-5259個別指導VIP

宇高宇女・宇東矢東中 合格専門館

TEL.028-675-5651宝石台校

宇高宇女・栃高栃女 合格専門館

☎0285-40-1002自治医大校
宇高宇女高・栃高栃女高 合格専門館

☎0285-23-1065小山駅東校
首都圏中学受験専門

☎028-638-3555御三家ロイヤル館

宇高宇女・大高大女・県内有名中 合格専門館

☎0287-23-6554大田原校

宇高宇女高・栃高栃女高 合格専門館

☎0282-21-7259新栃木校 校舎受付時間 火～土 15:30～22：00

［高校部］ 中上位生のための個別指導満点の星［小中部］［高校部］ ［小中部］

英才教育［幼児］●堯舜国際 幼稚舎 ●堯舜国際プリスクール
●堯舜国際 初等部

●河合塾マナビス宇都宮中央校
●河合塾マナビス新鹿沼校

●河合塾マナビス石橋校
●河合塾マナビス小山駅東校

●河合塾マナビス大田原校
●河合塾マナビス矢板校

●河合塾マナビス足利校

～東大・早慶を目指す～宇高宇女高合格専門館 宇都宮本校
宇大附幼・小・中、宇東中合格専門館 宇都宮本校
首都圏中学受験専門 御三家ロイヤル館■

個別指導  V I P宇高宇女高合格専門館 宇都宮駅東校 ■

■

宇高宇女・宇東矢東中合格専門館 宝石台校■
■

宇高宇女・大高大女・県内有名中 合格専門館 大田原校
宇高宇女・県内有名中 合格専門館 宇高前校

■
■
■

宇高宇女・栃高栃女合格専門館■
難関大学合格専門館 新栃木校■
東大・早慶合格専門館■

小学生の知能開発 ジュニア■
●小山駅東校 ●新栃木校 ●自治医大校

●
●

●
●

●
● ●

●
●

●
●
●

宇都宮陽西教室

宇都宮中央公園教室

●宇都宮雀宮教室

西那須野教室宇都宮平松教室

岡本駅前教室

●自治医大教室
●石橋駅前教室

おもちゃのまち教室
●小山城南教室
●小山城東教室

栃 木 教 室
さくら教室●

●
鹿沼中央教室
晃望台教室

矢 板 教 室
大田原教室

宇都宮陽東教室
●宇都宮陽南教室 清原テクノポリス教室

●イオン真岡校
●小金井校
栃木県 県北地区
●黒 磯 校

県内・首都圏トップ中・高合格専門館 足利校

宇高・宇女・鹿高・鹿東合格専門館 晃望台校
トップ高・矢東附中合格専門館 矢板校

TREASURE LAND 
進学塾QUALIER ベルモール校

●石橋駅前校
●上三川校
●壬 生 校

●栃 木 校

●佐 野 校

●小 山 校

●宇都宮御幸が原校
●さくら 校
県西・県南地区
●新鹿沼校
●今 市 校

栃木県 県央地区
●宇都宮戸祭校
●宇都宮陽北校
●宇都宮東校
●宇都宮清原校
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スタート春期講習 各講座とも、教材費500円（税抜）が別途必要となります。

3,0002,000円（税抜）新
中1

新小6・5・4・3

5,000円（税抜）
円（税抜）

新中3・2

体験価格は、1講座（1ターム）のみ、アカデミー・グループが
初めての方が対象となります。 詳細はお問合せください。
学力測定模試は体験価格対象外となります。体験価格

プレ期/0円 、Ⅰ・Ⅱ期/各10,000円 

プレ期/0円
Ⅰ・Ⅱ期/【4科】各12,000円【2科】各9,000円

プレ期/0円
Ⅰ・Ⅱ期/【4科】各13,000円【2科】各10,000円

春期特別講座 受講料（税抜）
別途 教材費500円、模試代 3,500円（税抜）26 27 28 1 2 3 4 529

火 水 木 金 火 水 木 金土 月
30

日
31

4/

県立中高一貫校対策

県内中学受験対策

県内中学受験対策

新小6

学年 教科

新小5

適性検査

算・国・理・社
算・国 / 理・社
算・国・理・社
算・国 / 理・社

新小4・3 小4/12,000円、小3/10,000円 県内中学受験対策 算・国 ●

252423
3/

● ● ● ▲

▲

▲

▲Ⅰ期プレ期

プレ期

プレ期

Ⅱ期

Ⅰ期 Ⅱ期

Ⅰ期 Ⅱ期

土 月日

プレ期/0円、Ⅰ・Ⅱ期/各10,000円
プレ期/0円、Ⅰ・Ⅱ期/各12,000円

3日間 20,000円／1日（選択可）7,000円

春期特別講座 受講料（税抜）
別途 教材費500円、模試代 3,500円（税抜）26 27 28 1 2 3 4 529

火 水 木 金 火 水 木 金土 月
30

日
31

4/

宇大附中 受験対策
県内中学受験対策

新小6

学年 教科

新小5
算・国・理・社
算・国・理・社

新小4

口頭試問・行動観察対策新年長 宇大附小 受験対策

プレ期/0円、講座/12,000円県内中学受験対策 算・国

● ● ●
●

2524
3/

● ● ●
□ □ □ □○ ○ ○ ○ ▲

新小3 10,000円県内中学受験対策 算・国 ▲

▲
▲Ⅰ期 Ⅱ期

Ⅰ期 Ⅱ期

月日
プレ
プレ
プレ

プレ期/0円、Ⅰ・Ⅱ期/各19,000円
プレ期/0円、Ⅰ・Ⅱ期/各14,000円
プレ期/0円、講座/2,000円

2,000円

プレ期/0円、講座/9,000円● ● ● ●

春期特別講座 受講料（税抜）
別途 教材費500円、模試代 3,500円（税抜）

262728 1 2 3 4 52930
火 水 木 金 火 水 木 金土 月日

31
4/

25
月

24
日

23
土

3/

宇高宇女・栃高栃女・大高大女 受験対策
〃
〃

〃

新中3

学年 教科

新中1

英・数・国・理・社
英・数・国・理・社

英・数

英語

算・国

新中2

新小6
「河内式」ミラクル中学英語入門講座
宇高宇女・栃高栃女・大高大女 受験準備新小5

新小4

プレ期/0円、4科/16,000円、2科/10,000円

プレ期/0円、4科/16,000円、2科/10,000円

宇高宇女・栃高栃女・大高大女 受験準備 算・国・理・社 / 算・国 / 理・社

算・国・理・社 / 算・国 / 理・社 ○ ○ ○ □ □ □○ □ ▲
○ ○ ○ □ □ □○ □
○ ○ ○ □ □ □○ □ ▲
○ ○ ○ □ □ □○ □ ▲

▲
▲

▲

Ⅰ期 Ⅱ期
Ⅰ期 Ⅱ期プレ期

プレ期
プレ期
プレ期

プレ期
プレ期

宇高宇女・栃高栃女・大高大女対
策

対
策

正答率の低い、差がつく難問を攻略！

　 栃木県内から首都圏中・高を目指す！

宇大附属小・中対
策 宇大附属志望者と切磋琢磨！

中高一貫校対
策 宇東中・矢東中・佐高中 合格実績No.1!の適性検査対策!

●：実施日  ◯□：どちらかの日程をお選びください  ▲：学力測定模試
プレ期の受講には、事前に模試を受けていただく必要がございます。（費用別途）

春期特別講座 受講料（税抜）

首都圏最難関高校対策新中3・2・1

学年 教科

英・数・国・理・社 ● ● ● ●● ●●● ▲
首都圏難関高校対策新中3・2 英・数・国・理・社

□ □ □ □○ ○○○
▲

首都圏難関高校対策新中1 英・数・国・理・社 ▲

中3/43,500円、中2/33,500円、中1/23,500円　※別途 模試代3,500円（税抜） 体験価格は対象外となります

体験価格は対象外となります
体験価格は対象外となります

体験価格は対象外となります

【Ⅰ・Ⅱ期】中3/各19,000円、中2/各14,000円　※別途 教材費500円、模試代3,500円（税抜）
2,000円　※別途 教材費500円、模試代3,500円（税抜）

● ● ● ●● ●●●首都圏中受４科講習新小6・5 算・国・理・社 ▲ 小6/64,000円、小5/40,000円　※別途 模試代3,000円（税抜）
● ●●●首都圏中受４科講習新小4 算・国・理・社 ▲ 16,000円　※別途 模試代3,000円（税抜）

● ● ● ●中受基礎春期講習新小3・2 算・国 ▲ 12,000円　※模試代を含む

26 27 28 2930 1 2 3 4 531
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

4/3/

Ⅰ期 Ⅱ期
小山駅東校は
新規開講のため
日程・費用が
 異なります。

校舎により日程が異なる場合があります

お問合せ・お申込みは

ま
た
は

ま
た
は 0120-450555 Webで

下記記載の

各校舎 進学塾アカデミー
aca.academy.co.jp

フリーダイヤル受付時間
月～金10：00～19：00

詳細はWebへ!



根本 歩季さん
【鬼怒中】

塾に通いはじめた時期は、授業につい
ていけず苦しかったけれど、自分で解
ける問題が増えるごとに、勉強が楽し
く感じるようになって嬉しかったです。

自分で解ける問題が増えて
勉強が楽しくなりました！

石橋高校合格

佐藤 未悠さん
【小山中】

自分だけではどう勉強すべきかわか
らなかったけれど、何を勉強したら
よいかを的確にアドバイスしてもら
えたので、効率的に勉強できました。

的確なアドバイスで、
効率的に勉強できました!

栃木女子高校合格

仁坂 心音さん
【間々田中】

毎週の実戦模試のおかげで本番に強
くなれました。また、どのようにすれ
ば解けたのかを解説してもらえるの
でミスもだんだん減っていきました。

実戦模試で本番に強くなり
ミスが減りました!

栃木女子高校合格

小森  創さん
【河内中】

入塾してすぐに順位や点数が上がりやる
気がでました。志望校判定実力アップコー
スで毎回発表される順位に、次こそは！と
いう気持ちになり長時間勉強できました。

次こそは一位になってやる
という気持ちが強くなりました！

宇都宮高校合格

渡邊 光彩さん
【北押原中】

正月特訓では、約12時間の勉強を5
日間行い、学力向上に繋がりました。
小学校・中学校ともに効率的に勉強
に取り組めて、とても良かったです。

時間を無駄にすることなく
勉強に取り組めました！

宇都宮高校合格

根本 佳奈さん
【矢板中】

志望校合格に向けて先生がサポートして
くださったことが心に残っています。1日
9時間勉強した正月特訓では、受験に必
要な集中力や体力を身に付けられました。

先生のサポートが
合格につながりました！

宇都宮女子高校合格

長井 大知さん
【矢板中】

先生の分かりやすい授業や集中できる学
習環境の下、実力を最大限まで高められま
した。また、仲間と励まし合うことで、最後
まであきらめずに頑張ることができました。

自分の実力を最大限まで
高めることができました！

宇都宮高校合格

小林 良賢さん
【宇大附属中】

何をすれば良いのかわからなかった私に、
時間の使い方や問題を解くコツをご指
導下さり、前進することができました。予
想模試も向上心をもって勉強できました。

時間を有効に使うことの大切さを
教えてくれた先生に感謝！

宇都宮高校合格

蓼沼 朋希さん
【宇大附属中】

友達と競える環境で学力が上がりました。
先生方はとても面白く優しくて、毎時間楽
しかったです。また超直前特訓のおかげで
本番に自信を持って挑むことができました。

毎週の模試で友達と競いながら
学力を上げられました！

宇都宮高校合格

長岡 世哲さん
【雀宮中】

わかりやすい授業と質問しやすい環
境で、成績アップを実感しました。実
戦・予想模試の授業も、自分のする
べき勉強がわかって良かったです。

苦手教科が得意になり、
成績アップを実感できました！

宇都宮高校合格

菅谷 周さん
【陽東中】

正月特訓のおかげで本番に向けて
仕上げていくことができました！

宇都宮高校合格

正月特訓で過去問を何時間もひたすら
解き、より本番に向けた解法や時間配分
などをまとめて仕上げられました。受験
でやり遂げることの大切さを知りました。

廣川 剛彦さん
【那須中】

合格合宿では、同じレベルの人達
と2日間一緒に勉強できて、受験へ
の早いスパートがかけられ、いい刺
激になり、集中して学習できました。

プレミアムエクスプレス合宿で
いい刺激をもらいました！

宇都宮高校合格

福田 瑞貴さん
【鹿沼北中】

丁寧に教えてくれる先生、高みを目指す仲
間たちとのメリハリある授業の中で、自分の
力の伸びていくのを感じられました。受験を
通して私は、「自信」を得ることができました。

勉強する中で、自分自身も
大きく成長することができました！

宇都宮高校合格

若松 すず穂さん
【石橋中】

私は集中力が全く続かずすぐあきらめてしま
う方でしたが、長時間特訓や毎週の模試で自
分の苦手な部分を知ることができ、効率的に
学習することができるようになりました。

自分の苦手な部分を知り、
効率的に学習することができました！

宇都宮女子高校合格

福田 舞桜さん
【石橋中】

この楽しさを忘れず、高校に行っても一生懸命
勉強できると思います。両親や先生方には感謝
の気持ちでいっぱいです。中でも模試の添削は
厳しい中にも愛を感じられ、努力できました。

受験まで1か月を切ると、無条件に
勉強が楽しく感じられました！

宇都宮女子高校合格

加藤 誉晨さん
【北押原中】

わかりやすい授業でだんだんと成績が
上がりました。正月特訓では1日に1教
科ずつ授業するのが印象深く、長時間集
中して勉強し、精神力も強くなりました。

正月特訓で精神力が強くなり、
長時間集中できるようになりました！

栃木高校合格

三浦 慶太郎さん
【足利第三中】

最初は緊張しましたが、先生が優しくてすぐ
になじめました。進路のアドバイスも丁寧に
していただき、自分の将来が明確になりまし
た。送迎してくれた両親にも感謝しています。

先生の丁寧なアドバイスで
自分の将来が明確になりました！

栃木高校合格

池田 天祐さん
【今市中】

高い志を持つ仲間同士で切磋琢磨
したことと、先生方のわかりやすい
授業のおかげで、成績が上がった
のがとても嬉しかったです。

成績が上がったことを
実感できてとても嬉しかった！

栃木高校合格

飯見 來未さん
【日光中】

熱心な先生方と切磋琢磨できる仲
間のいる塾のおかげで、学力だけ
でなく人間性や将来に対する考え
方までも変えることができました。

私が変わることができたのは
塾のおかげです！

栃木女子高校合格

椎名 大さん
【鹿沼市立西中】

夏休みに部活を引退して、受験勉強を始め
た時、自分にとって塾はとても大きなもの
でした。自分のできない所を見つけ、少しず
つ埋めていく勉強法を身につけられました。

一人ではできない勉強法で
学習できて良かったです！

栃木高校合格

横山 諒人さん
【石橋中】

共に学ぶ仲間と学力の向上に励むことがで
きて、とても濃い時間でした。実戦模試は、
短時間で問題を解いて、解き直し理解をす
るという素晴らしいサイクルだと思います。

授業や色々な特訓を通して
確かな実力と集中力が身につきました!

栃木高校合格

田畑 華蓮さん
【小山第二中】

集団の中で仲間と切磋琢磨し合い、
自分を高めることができました。また、
自習ブースを利用し自分が納得する
まで問題を解くことを意識しました。

仲間と切磋琢磨し合い、
自分を高めることができました!

栃木女子高校合格

山田 哲大さん
【豊郷中】

塾に通ってから、集中するときのONと
OFFを切り替えることができるようになり、
家でも勉強に集中できました。最後まで励
ましてくれた先生方にも感謝しています。

塾に通うようになり、家でも
勉強に集中できるようになりました！

石橋高校合格

伊澤 諒さん
【南犬飼中】

毎週月曜日に予想模試を受けたことで、
試験で実力を発揮できました。またゴ
ールデンエクスプレスでは、他校の生
徒の様子を見て刺激にもなりました。

入試への恐怖感が無くなって
実力を発揮できました！

石橋高校合格

鈴木 深由さん
【本郷中】

入塾後は成績がぐんと伸びて嬉しかったで
す。日曜特訓では、基本的な部分を再確認し、
わからない所を1つ1つつぶしていくことで、
短期間で大きく成績を上げられました。

日曜特訓のおかげで
大きく成績アップできました！

石橋高校合格

野尻 菜々美さん
【明治中】

数ヶ月前には全くできなかった問題に、再挑戦
して解けた時の喜びや達成感は忘れられませ
ん。一緒に頑張ってきた友達と、熱心に指導し
てくれた先生方のおかげで、今の私がいます。

問題が解けるようになった
喜びや達成感は忘れられません！

石橋高校合格

芦沢 友梨さん
【明治中】

受験を通して忍耐力を得ました。正月特
訓や超直前特訓などの長時間の勉強は
大変でしたが、徐々に慣れていき、本番で
は集中して試験に臨むことができました。

長時間の特訓のおかげで
本番は集中して試験に臨めました！

石橋高校合格

藤田 寧々さん
【矢板中】

私の苦手について、丁寧に分析し勉
強法を教えてくれました。それを実践
したら、成績が伸びたので嬉しかった
です。本当にありがとうございました。

いつも先生方の「大丈夫」という
言葉に助けられました！

宇都宮中央女子高校合格

酒井 理惠さん
【旭中】

たくさん問題を解くことで、なぜそ
の答えになったかを理解できました。
一斉授業も入試のように周りに人が
いるので良い刺激になりました。

たくさん問題を解くことで
成績に良い影響がでました！

宇都宮中央女子高校合格

髙橋 沙也花さん
【上河内中】

受験を通して何事にも一生懸命取り組み、諦めな
い強い心を得ることができました。また、先生が
言っていた有効的に時間を使う「価値のある勉
強」法を意識した勉強ができるようになりました。

受験を通して、諦めない心を
得ることができました！

宇都宮北高校合格

鈴木 大心さん
【陽東中】

先生方の手厚いサポートのお陰で、今ま
で絶対に届かなかった偏差値60に到達
できました。自分の努力が結果に結びつ
いて嬉しかったです。

先生のサポートで、自分でもやれば
できるんだという自信がつきました！

宇都宮北高校合格

髙秀 翼さん
【氏家中】

塾は学習環境が整っていたので、勉強が習慣
づきました。先生方の「最後の最後まで諦め
るな」という言葉に救われ、諦めずに毎日続
けることが合格につながったのだと思います。

先生方がいたからこそ
合格につながりました！

宇都宮南高校合格

大嶋 愛加さん
【鹿沼東中】

クリスマスまで部活動に参加しましたが、
クオリィアの先生、授業、仲間達のおかげ
で、勉強と部活の両立ができ、自分らしく
最後まで進み続けることができました。

クオリィアで勉強することで
部活と勉強の両立ができました！

鹿沼高校合格

岸 明日花さん
【今市中】

わかりやすい授業と毎回行われる小テ
ストで、英単語や漢字をしっかりと身に
つけることができ、自習ブースでの学習
も得点アップにつながりました。

毎回の小テストのおかげで
英単語や漢字が身につきました！

鹿沼高校合格

臼井 拓海さん
【北押原中】

中1の時は受験する高校への偏差値
が全然足りませんでしたが、分かりや
すい授業のおかげで偏差値が入塾し
た時と比べ10くらい上がりました。

分かりやすい授業のおかげで
偏差値が大幅に上がりました！

鹿沼東高校合格

鈴木 誠さん
【小山中】

集中できる環境があるので毎日しっか
り勉強できました。また、先生方は質
問に丁寧に対応してくれるので分から
ないところはすぐに理解できました。

集中できる環境があるので
毎日しっかり勉強できました!

小山高校合格

髙橋 巧さん
【泉中】

塾では多くのことを学び、体験することが
できました。ファイナル模試は、今までの模
試の中で一番本番に近く、そのおかげで本
番の緊張を和らげることができました。

ファイナル模試のおかげで
本番の緊張が和らぎました！

大田原高校合格

和氣 周奨さん
【塩谷中】

予想模試の授業を受けたことで、自信が
つきました。受験勉強を通して、ライバル
と最後まで頑張ることができ、大学受験
でもこの経験を活かしたいと思います。

同じ高校を目指す友達と一緒に
最後まで頑張ることができました!

大田原高校合格

熊谷 くるみさん
【矢板中】

先生の言葉が自身の成長につなが
り、仲間に負けないよう一層勉強に
集中することができたので、感謝
の気持ちでいっぱいです。

先生方や周りの仲間へ
感謝の気持ちでいっぱいです！

大田原女子高校合格

小堀 桜さん
【片岡中】

仲間と切磋琢磨することや先生方の楽
しい授業によって勉強をすることが好
きになりました。また、努力をすれば必
ず報われるということを実感しました。

努力をすれば必ず報われる
ということを実感しました！

矢板東高校合格

平山 泰誠さん
【厚崎中】

正月特訓では、1日9時間もの間、1
教科にじっくり取り組むことができ、
私立入試や県立入試への不安が全て
自信に変わりました。

1日9時間学習の正月特訓が
不安を自信に変えてくれました！

黒磯高校合格

豊田 裕仁さん
【瑞穂野中】

自習ブースなどの学習環境がよく、勉
強するのにとても最適です。また、先生
がとても熱心で授業も分かりやすいの
で、合格することができました。

先生の熱意、授業、自習ブース等の
学習環境が最高です！

真岡高校合格

阿部 勇太さん
【南中】

先生の言葉や塾に貼ってある「今月の言
葉」に何度も励まされました。いつも熱い
言葉をかけて奮い立たせてくれたアカデ
ミー・グループに感謝の気持ちで一杯です。

苦しいとき、先生の言葉に
何度も励まされました！

足利高校合格

藤川 友里さん
【西中】

授業では、わからない部分を細かく
教えてくれたり、覚えやすい方法や
簡単に解くコツを教えてくれるので、
とても理解しやすかったです。

わかりやすい授業のため、楽しく
一生懸命に勉強できました！

足利女子高校合格

川上 さくらさん
【真岡西中】

1日1教科をとことん長時間実施す
る正月特訓はとても大変でしたが、
終わった後の達成感は、受験当日の
自信や集中力へとつながりました。

正月特訓の経験が
受験当日の自信になりました！

真岡女子高校合格

山中 優太さん
【間々田中】

先生の熱心な指導で苦手だった数学の
点数がすごく伸びました。質問にも丁寧
にどうすれば解けるかを教えてもらえた
ので、テストでも解けるようになりました。

先生の熱心な指導で
点数がすごく伸びました！

栃木高校合格

木村 愛実さん
【壬生中】

模試で自分の成績が出るたび、もっと
やらなきゃ！と思いました。先生方や友
達に優しい言葉をかけてもらい、苦し
い時も乗り越えることができました。

先生や友達と励まし合って
苦しい時も乗り越えられました！

宇都宮中央女子高校合格

野澤 萌絵さん
【今市中】

レベルの高い仲間と競い合うことで、さ
ぼれない環境ができ、勉強する習慣も身
につきました。実戦模試も、入試の雰囲
気を実際に感じることができて良かった。

さぼれない環境が
成績アップにつながりました！

大田原女子高校合格

佐伯 新一郎さん
【泉が丘中】

効率的な勉強方法や1日の勉強時間
など、具体的な自習の仕方を教えて
もらいました。おかげで偏差値が自
分が納得できる値まで上がりました。

納得できる値まで
偏差値が上がりました！

宇都宮北高校合格

佐藤 輝汰さん
【星が丘中】

模試を通して今の自分の位置や理解
できていない点がわかり、次の目標を
立てることができました。先生からい
ろいろ教えてもらえて嬉しかったです。

自分の位置を知ることで
次の目標を立てることができました！

宇都宮南高校合格

佐々木 将さん
【上三川中】

勉強に集中できる環境のおかげで、勉強
の習慣が身につきました。正月特訓では、
ライバルたちに差をつけることができて
嬉しかったです。お世話になりました。

正月特訓ではライバルと
差をつけることができました！

宇都宮南高校合格

沼尾 竜輝さん
【豊岡中】

わからないことがわかるようになるこ
とで、勉強の楽しさを知ることができ
ました。諦めず努力し続けて夢に一歩
近づくことができ本当に良かったです。

勉強の楽しさを知りました！
努力し続けて本当に良かったです！

鹿沼高校合格

創立43年の実績。栃木・東京に74拠点、生徒総数10,000名以上。
2019年度県立入

試
2019年度県立入

試

私の第一志望校に
 合格！

私の第一志望校に
 合格！ 合格おめでとう！合格した先輩から届いた喜びの「合格！」メッセージ。合格おめでとう！合格した先輩から届いた喜びの「合格！」メッセージ。

アカデミー・グループでは、今年も宇高・宇女高をはじめ、数多くの合格者を輩出することができました。ここで紹介しているのは、その合格者の一部です。

［小中部］［高校部］

宇高宇女・栃高栃女合格専門館
●小 山 駅 東 校
●
●自 治 医 大 校

■

新 栃 木 校

宇高宇女・宇東矢東中合格専門館
●宝 石 台 校
■

宇高宇女・大高大女・県内有名中 合格専門館
●大 田 原 校
■

宇高宇女・県内有名中 合格専門館
●宇 高 前 校
■

■～東大・早慶を目指す～

■宇大附幼・小・中、宇東中合格専門館
宇高宇女高合格専門館

■東大・早慶合格専門館
■難関大学合格専門館 栃木校
首都圏中学受験専門

●御三家ロイヤル館
■

宇高宇女高合格専門館■
●宇 都 宮 駅 東 校

首都圏中・高  宇高宇女高合格専門館■
●個別指導  V  I  P

小学生の知能開発■
●ジ ュ ニ ア

［小中部］ 校舎受付時間／火～土  15：30～22：00 満点の星中上位生のための
個別指導

●小金井校 TEL.0285-37-7859

●黒 磯 校 TEL.0287-62-3383

●石橋駅前校 TEL.0285-53-7782

●上三川校 TEL.0285-38-7659

●佐 野 校 TEL.0283-85-7659
●小 山 校 TEL.0285-30-1159

●宇都宮御幸が原校 TEL.028-664-0323

●さくら校 TEL.028-682-3466 ●新鹿沼校 TEL.0289-63-5895
●今 市 校 TEL.0288-22-2730 

●宇都宮戸祭校 TEL.028-624-9730
●宇都宮東校 TEL.028-614-5959

●宇都宮清原校 TEL.028-667-7903

●トップ高・矢東附中合格専門館
矢 板 校 TEL.0287-43-9888

県内トップ中・高合格専門館
足 利 校 TEL.0284-64-8259

●
宇高・宇女・鹿高・鹿東合格専門館
晃望台校 TEL.0289-65-5939

●
TREASURE LAND 進学塾QUALIER
ベルモール校 TEL.028-611-3559

●

■栃木県 県西・県南地区

■栃木県 県北地区

■栃木県 県央地区
［高校部］

●河合塾マナビス宇都宮中央校
●河合塾マナビス新鹿沼校
●河合塾マナビス石橋校
●河合塾マナビス小山駅東校
●河合塾マナビス大田原校
●河合塾マナビス矢板校
●河合塾マナビス足利校

●宝石台教室
●
●
●小山城東教室
●栃 木 教 室
●自治医大教室

小山城南教室
真 岡 教 室

●小 山 教 室
●間々田教室

●
●

●宇都宮陽北教室

宇都宮東教室
宇都宮御幸が原教室

●西那須野教室
●鹿沼中央教室

●大平岩舟教室
●佐野北教室
●足 利 教 室
●
●
●大田原教室
矢 板 教 室
さくら教室

●
●
●黒 磯 教 室
今 市 教 室
晃望台教室

●宇都宮泉が丘教室

●
●

●
●

宇都宮陽西教室

宇都宮中央公園教室
宇都宮平松教室

宇都宮陽東教室
●宇都宮陽南教室

●
●宇都宮雀宮教室
岡本駅前教室

●おもちゃのまち教室

●
●石橋駅前教室
清原テクノポリス教室 英才教育［幼児］

●堯舜国際 幼稚舎
●堯舜国際プリスクール
●堯舜国際 初等部

地域No.1の実績！

QUALIER、クオリィアは株式会社アカデミーの登録商標です

塚越 さくらさん
【一条中】

アカデミーは、模試の成績順で席が決まる
ので、常に前にいる仲間をライバルとして、
頑張って成績を上げました。おかげで、第一
志望の宇女に合格することができました。

模試の成績がヤル気に
つながりました！

宇都宮女子高校合格

大竹 奈緒さん
【旭中】

常に仲間と競い合える環境があった
ことが学力の向上につながったと思
います。丁寧に質問に答えてくれる先
生方の存在も、とても心強かったです。

実戦模試で自分に合った時間配分や
解き方を見つけることができました！

宇都宮女子高校合格

浅和 璃桜さん
【南河内第二中】

アカデミーでたくさんの先生や友達と出会
え、勉強の楽しさ、競争することの大変さを
知ることができました。また、正月特訓での
8時間の勉強は、忍耐力がすごくつきました。

勉強の楽しさ、競争することの
大変さを実感しました！

宇都宮女子高校合格

山本 理乃さん
【南河内第二中】

勉強があまり好きではない私でしたが、
アカデミーで勉強を始めてみると、で
きなかった問題ができるようになるこ
とが楽しいと思えるようになりました。

できなかった問題が、
できるようになる喜びを知りました！

宇都宮女子高校合格

伏見 葉月さん
【小山第二中】

アカデミーは、周りの仲間たちと高
め合いながら勉強に取り組め、分
からない問題があっても、質問する
ことができる環境でした！

先生と仲間達がいたから、
明るい気持ちで勉強できました！

宇都宮女子高校合格

佐久間 そらさん
【絹義務教育学校】

毎週、実戦模試を受けたことで自分の
苦手を見つけることができました。そ
の苦手を入試直前でなくすことで、安
心して入試に臨むことができました。

何回も模試を受けたことで
苦手を見つけることができました！

栃木女子高校合格

伏木 ひよりさん
【栃木西中】

心が折れそうなこともありましたが、
自習をする仲間の姿や貼り出され
ている仲間のテストの得点を見て、
自分も頑張ることができました。

仲間の頑張りが自分の心に
火をつけました！

栃木女子高校合格

鈴木 玲音さん
【姿川中】

素晴らしい先生方や非常に集中で
きる自習スペースなどの良い環境
のお陰で入試直前の勉強も焦らず
に頑張ることができました。

最高の学習環境で入試直前も
焦らずに頑張ることができました！

栃木高校合格


