川和高校合格
牛頭 拓海

中川西中学

神奈川総合高校（個性）合格
安原 亜紋

中川中学

横浜翠嵐高校合格
眞木 友俐奈

東山田中学

川和高校合格
厚味 泰斗

東山田中学

湘南高校合格
髙橋 真悠子

中川中学

私は小５からアプト学院に通っていました。
そのころから先生が分かりやすく教えてくれ
たため、中学校では勉強に悩むことが少な
かったと感じています。また模試などで悪い
点数をとったら塾長の近藤先生が喝を入れて
くださり、見事志望校に合格しました。今ま
でありがとうございました。

志望校に合格できてよかったです。アプト学
院の先生たちはみんな優しくて、分からな
いところを先生に聞くと、丁寧に分かりやす
く教えてくれます。私は国語が苦手だったの
ですが、アプト学院のおかげで、定期テスト
で、いい点数を取ることができました。

私は５年間アプト学院に通ってきました。 憧
れの横浜翠嵐高校に合格でき、本当に感謝
しています。 私は特に数学が苦手だったの
で、克服するために先生方にたくさん協力し
ていただきました。 おかげで数学に自信を
持つことでき、本番で実力を出せました。あ
りがとうございました。

私は小６のときアプト学院に入塾しました。
最初は勉強することが嫌いでしたが、先生
方の面白い授業のおかげで勉強が大好きに
なりました。特に苦手だった数学は、岡本先
生に１つ１つ丁寧に解説してもらい、得意科
目にすることができました。アプト学院大好
きです！

私は中 2 の 秋にアプト学 院に入ったので
すが、そのときは数学が苦手でした。しか
し、中３になると学校の定期テストで満点
を目指 せるほどできるようになりました。
たくさんプリントをくれたり、質問に丁寧
に答えてくれた先生方、本当にありがとう
ございました。

大和高校合格

日本大学藤沢高校合格

横浜平沼高校合格

川和高校合格

明治学院高校合格

金𠮷  凌矢

中川西中学

千葉 玄徳

東山田中学

小泉 龍哉

中川西中学

鳥江 凌斗

東山田中学

佐藤 大地

東山田中学

僕が大和高校に合格できるなんて夢のよう
です。というのも、入塾当初の僕は、板書
をノートに写すことにも一苦労するほどだっ
たからです。 それが、先生方や周りの仲間
からの刺激を受け、一年時から内申を 10
も上げて、より高い学校に挑戦することがで
きました。アプトとの出会いに感謝です。

自分はテストが苦手で高校に合格できるか、
不安でいっぱいでした。しかし、アプトの先
生方は難しい問題でもじっくり解説してくだ
さり、自分が苦手な問題を授業外でも分か
るまで付き添ってくださいました。その結果、
日本大学藤沢高等学校に合格することがで
きました。

私は、小6の時にアプト学院に入塾しました。
生徒と先生の距離が近く、アットホームな塾
で質問がしやすかったです。理解するまで教
えていただき、こんなにも成績や偏差値が
上がるとは思ってもいませんでした。先生方、
ありがとうございました。

私 が川 和 高 校に合 格できたなんて、一 年
前の私には想像もできませんでした。しか
し、こうして第一志望の高校に合格できた
のも、塾 の 先 生 方のおかげ です。特に三
年生になってからは、手厚い指導と多くの
激励をしていただき、本当に感謝していま
す。ありがとうございました。

僕は小５のときからアプト学院に通ってい
ました。通い始めたときは勉強することが
嫌いでしたが、アプト学院の先生方の楽し
い授 業のおかげ で勉強に意欲的に取り組
むことができ、第１志望の高校に合格する
ことができました。

法政大学第二高校合格

市ケ尾高校合格

法政大学国際高校合格

元石川高校合格

朋優学院高校合格

増田 葵

中川西中学

村上 陽音

中川西中学

上中 梨々子

東山田中学

中田 陽日和

中川西中学

柴野 惺

東山田中学

僕は中学校に入ったとき、自分の内申が良く
なると思っていませんでした。しかし、アプト
学院で先生方が優しく丁寧に、ときには厳し
く教えてくださった結果、３年の２学期には内
申４４をとることができ、自分の行きたい高校
への入学チケットを手に入れることができまし
た。長い間本当にありがとうございました。

自分がアプト学院に通い始めたころは、計
算が遅かったり、勉強が苦手でした。しか
し、近 藤 先 生や酢田先 生などたくさん の
先生が支えてくれたおかげで、最後まで一
生懸命頑張っていくことができました。そ
して自分が入りたかった市ケ尾高校に合格
できて、とても感謝しています。

元々勉強が苦手だった私はアプト学院に入っ
てから勉強が苦ではなくなり、楽しくたくさ
んのことを学ぶことができました。おかげで
テストや成績などの目標を達成し、志望校に
合格することができました。どんなにささい
なことでも私が理解するまで詳しく教えてく
ださった先生方には感謝しています。

私は入試３週間前くらいまで、志望校に受か
るか受からないかのギリギリで、志願変更も
考えなくてはなりませんでした。しかしそこ
からの期間、苦手な教科を中心に勉強した
り、先生に課題をもらって解いたりして、全
力を尽くしました。 するとその努力が実り、
無事に第１志望の高校に合格できました。

僕は約５年間、アプト学院で勉強してきまし
た。 最初のころは、たくさん勉強するのを
大変だと感じていましたが、同じ教室で友達
と一緒に勉強することが楽しくて、毎日のよ
うに塾に行って勉強した受験勉強は最高の
思い出になりました。長い間、ありがとうご
ざいました。

市ケ尾高校合格

城郷高校合格

川和高校合格

朋優学院高校合格

駒澤大学高校合格

鈴木 悠

中川西中学

小沼 修二

中川中学

梶川 雄作

東山田中学

宮田 健吾

中川西中学

武元 陽麻里

東山田中学

僕は小４の夏にアプト学院に入塾しました。
入ったばかりの頃はとても緊張していたので
すが、先生方が優しくわかりやすく一生懸命
指導してくれたおかげで第１志望の高校に合
格することができました。 先生方、長い間
熱心にサポートしてくださり、本当にありが
とうございました。

私はアプト学 院に2年半いました。中学生
になり高校受験のことが１つも分からない状
態でも１から分かりやすく優しく教えてくれま
した。３年生になり、模試の結果を見て苦手
な分野を分析してくれたので苦手だった教科
もだんだん点数が上がっていきました。その
おかげで高校に受かることができました！

僕は小６の冬にアプト学院に入塾しました。
そのころから数学が苦手で、中学校に上がっ
ても思うような結果が出せず悩んでいまし
た。しかし担当の岡本先生が一から教えてく
ださり、苦手だった数学を克服できました。
今まで本当にありがとうございました。

僕は中学1年生のときの最初のクラス分け
では１番下のクラスでした。しかし、勉強が
全然できなかった僕を先生方が手厚くサポー
トしてくだったことで自分も頑張ることがで
き、第１志望の高校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。

私は小６の夏ごろに入塾しました。アプト学
院では先生と生徒の距離が近いおかげでと
ても楽しく勉強ができ、分からない問題があ
ると、とことん教えてくださいました。その
おかげで第１志望の高校に合格できました。
ありがとうございました。

東海大学付属高輪台高校合格

市立東高校合格

駒澤大学高校合格

川和高校合格

桐蔭学園高校(アドバンス)合格

嶌田 旺峨

東山田中学

西内 誠

東山田中学

谷口 柚樹

中川中学

長谷川 大翔

東山田中学

髙島 唯人

中川西中学

僕は小３の冬にアプト学院に入りました。 最
初は勉強方法も分からずテストでも良い点
数がとれませんでした。 けれど、いろいろ
な先生方の手厚い指導のおかげで、自分の
力を最大限に出すことができ、第１希望の
高校に合格することができました。とても感
謝しています。

僕は、第一志望の市立東高校に合格するこ
とができました。僕はもともとあまり勉強が
得意ではありませんでしたが、アプト学院の
先生方が熱意のある授業をしてくださり、成
績を上げることができました。僕はアプト学
院の授業を受けられて本当によかったです。

自分は、小学生のころ勉強をほとんどしてい
なくて勉強が得意ではなかったですが、アプ
ト学院に通塾したことにより、小学生の頃よ
りも勉強を積み重ねたので、中学校の勉強
についていくことが出来ました。また英語は
中学校で本格的に主要教科になりましたが、
先生のおかげでできました。感謝しています。

私は小６の夏期講習でアプト学院に入塾しまし
た。中学生になってからは、得意と不得意の
差が激しく、点数に伸び悩む時期もありまし
た。しかし、近藤先生がやるべきことを明確
に教えてくれたので、点数も少しずつ安定す
るようになりました。楽しくて笑える授業はア
プト学院だけです。ありがとうございました。

僕は桐蔭学園高等学校に合格しました！本当
にうれしいです。 僕は一度中学受験を経験
しています。その日々は辛く、逃げ出したり
もしました。アプト学院は僕たち中学生に勉
強の楽しさを教えてくれる塾だと感じていま
す。実際、僕は今とっても勉強が楽しいです！
アプト最高！
！

川崎北高校合格

川和高校合格

多摩高校合格

港北高校合格

駒澤大学高校合格

三浦 遼也

東山田中学

歌川 逢介

中川西中学

平井 和貴

東山田中学

林 玲紅人

中川西中学

原田 颯来

東山田中学

アプト学院に入塾して最初のころはついてい
けるか心配だったけれど、勉強を最後まで楽
しくできたことにとても感謝しています。ま
たきちんとできていなかったらしっかり自分
達のことを考えて叱ってくれて、勉強以外の
ところも身につけることができました。入塾
してよかったと感じています。

私は中学校に入学する少し前にアプト学院に
入塾しました。 入塾する前はアルファベット
すら全て書けなかった自分が念願の川和高
校への入学を果たせたのはアプト学院の先
生たちが親身になって寄り添って教えてくれ
たからです。アプト、最高！

アプト学院は本当に楽しい場所でした。授業
中でも授業外でも、たくさんの笑顔であふ
れていました。先生も１人１人に丁寧に向き
合ってくださいました。とても１２０字では
書ききれないほどの魅力がアプトにはありま
す。アプトに出会えて本当に良かったです。
ありがとうございました。

僕が、港北高校に合格できるなんて夢みた
いです。僕は勉強が苦手で本番一週間前の
理科のテストで 40 点を取るぐらいでした。
けれど、近藤先生や他の先生方が最後まで
伸ばそうとしてくれたおかげで、合格できた
と思います。 アプト学院の先生方、今まで
長い間本当にありがとうございました。

僕は小６のころから塾に通っていました。僕
は幾度となく先生に叱られてきましたが、そ
れも良い思い出です。 僕がアプト学院で勉
強し続けてこられたのは、先生の支えあって
のことでした。アプト学院以外の塾だったら
とっくにやめていたと思います。

目黒日本大学高校合格

横浜平沼高校合格

川和高校合格

青稜高校合格

大和高校合格

大出 萌々香

東山田中学

小林 橙和

中川西中学

坂田 結衣菜

中川中学

馬場 太一朗

東山田中学

濱脇 惟

中川中学

自分は小学生のころからアプト学院に通って
いました。勉強はとても嫌いでしたが、友達
と一緒に勉強することができ、少しずつ勉強
することが好きになっていきました。先生方
もとてもフレンドリーで、休み時間もみんな
笑顔でした。

アプト学院のおかげで第1志望の高校に 合
格することができました。学校の定期テスト
対策では、分からないところがあると、分か
るまで教えてくれ、内申を大幅に上げること
ができました。また苦手な教科を重点的に
教えてもらい、模試での点数を伸ばすこと
ができました。

アプト学院の先生方には、３年間本当にお世
話になりました。 受験が近づいて不安が募
る中、先生方が全力でサポートしてくださっ
たおかげで自信を持てるようになりました。
感謝してもしきれません。アプト学院に通う
ことができて本当によかったです。

僕は小６のときにアプト学院に入塾しました。
途中、模試の点数が伸びず悩んでいました
が、近藤先生のくれた課題のおかげでその
次の模試では点数を上げることができ、無
事合格することができました。また、英検取
得に向けてサポートしてくれた岡本先生と吉
岡先生にも感謝しています。

小学校 6 年生の頃から 4 年間、アプト学院
にお世話になりました。アプト学院では先生
にすぐ質問できる環境が整っています。 自
習室が完備されていて一人ひとり、リスニン
グの練習ができます。 先生たちのおかげで
志望校である大和高校に合格することがで
きました。

法政大学国際高校合格

朋優学院高校合格

横浜平沼高校合格

川和高校合格

川和高校合格

竹本 絢葉

中川西中学

星野 ななみ

東山田中学

神谷 唯人

中川西中学

廣谷 亜衣

東山田中学

尾場 晴太

中川西中学

今、第一志望校にしていた法政大学国際高
校に合格できてとっても嬉しいです。分から
ない問題の質問を理解するまで対応して下
さったりその時の理解度に合ったプリントを
出してくださったりといつでも優しく丁寧に
接してくれたアプトの先生方の支えが何より
も力になりました。

アプト学院での定期テスト対策のプリントが分
かりやすくまとめられていて、自分で勉強もし
やすかったです。また、この勉強があったか
らこそ、テストで良い結果を残し、第１志望
の高校の基準の内申を取ることができました。
アプト学院に通っていたことで、一番うれしい
結果をだせました。ありがとうございました。

僕は横浜平沼高校に合格することができま
した！偏差値が伸び悩んだ時期などもありま
したが、分からないところは分かるまで教え
てくれるのですぐに上がりました。また、ア
プト学院は定期テスト対策も充実しているた
め、受験では内申点が大きな支えになりま
した。

アプト学院に入る前の私は、本当に勉強が
嫌いで毎日遊んでばかりの日々を過ごしてい
ました。しかし、アプト学院に入ったおかげ
で、勉強の面白さや友達と教え合うことの楽
しさに気がつけました。 私が川和高校に合
格できたのはアプト学院の先生方と切磋琢磨
しあった仲間たちのおかげです。

川和高校に合格できたのはアプト学院の先
生方の手厚い対応のおかげです。私が本格
的に受験勉強を始めてから受験日まで、先
生方は個別塾でもないにもかかわらず、マ
ンツーマンで私の苦手に向き合ってくれた
り、大量に練習問題をくれたりしました。こ
の４年間、アプト学院で学べて幸せでした。

希望ケ丘高校合格

川和高校合格

法政大学国際高校合格

市ケ尾高校合格

駒澤大学高校合格

小田切 智也

中川中学

青木 優斗

中川西中学

祢宜田 芽夏

中川中学

猪野 釉郁

東山田中学

永田 麗奈

東山田中学

アプトのおかげで第一志望の高校に合格！ア
プトの先生方は教え方がうまくて分かりやす
いので、それを参考にして自分なりの勉強
方法をすぐに見つけられました。また、先生
と生徒の距離が近いから質問などがしやす
かったです。中１の時にアプトを選んでよかっ
たです。

僕は中学３年間の集大成として、川和高校
に合格することができました。合格するため
に勉強してきましたが、やはり夢のようです。
僕は近藤先生を始めとして、あらゆる先生
にお世話になりました。僕はこのアプト学院
に出会えて、通えて、本当に良かったです。
ありがとうございました。

アプト学院に３年間通って感じたことは、生
徒と先生の距離が近く授業がおもしろいた
め、勉強する楽しさを学べたということです。
徹底的にテスト対策をしてくれて、その指導
に沿って努力し続けた結果、志望校に合格
することができました。 本当にありがとうご
ざいました。

私は中学１年生のときに入塾しました。小学
生のときは塾に通っておらず、まじめに勉強
したこともありませんでした。しかしアプト
学院に通うようになってから、定期テストで
良い点が取れたり、成績を上げたりすること
ができました。ありがとうございました。

先生方が分からない部分を分かるまで教え
て下さるため、つまずくことも少なかったで
す。アプト学院に入塾してよかったと思いま
す。受験に向かっていろんな先生がサポート
してくださって高校に進学することができ、
本当に嬉しいです。

市ケ尾高校合格

多摩高校合格

桐蔭学園高校(アドバンス)合格

横浜平沼高校合格

川和高校合格

田中 杏依

中川西中学

中村 太一

中川西中学

下原 美咲

中川西中学

大友 鈴葉

中川中学

赤星 潤

中川中学

私は数学の偏差値が４８だったり、社会のテ
ストで３１点をとったり、自分でも自覚する
ほどのやばさでした。でも先生が分かるまで
何度でも教えてくれたおかげで、最後の模
試では偏差値７０をとることができ、ずっと
行きたかった市ケ尾高校に合格できました。

私はアプト学院で約５年間、たくさんのことを
学びました。 私は国語が苦手で、自分の納得
できる点数を取ったことがありませんでした。
しかし、吉岡先生が国語の解き方や心のもち
方などを教えてくださったことで、入試では自
分が納得できる点数を取ることができました。
アプト学院の先生方、ありがとうございました。

私はアプト学院に中学1年生の時、春期体験
で入りました。入ってみると、体験生である
私の名前をすぐに覚えてくださり、分からな
いところを質問したらなんでも答えてくれま
した。どの先生もあだ名で呼ぼれるほど生
徒たちと仲が良いので親しみやすいです。

私は中学３年生の夏から受験勉強に取り組み
ました。まわりより圧倒的に勉強が遅れてい
た私に個別に補習をしてくれたり気にかけて
くれたりしました。 受験２か月前に自分より
レベルの高い高校へ挑戦を決めた私に塾の
先生総出で対応してくださいました。そのお
かげで半年で合格できました。

私は中１の夏にアプト学院に入塾しました。最初は
模試の判定で川和高校の合格率が低く、合格なん
て無理だと思っていました。しかし、塾長の近藤
先生を始めとした多くの先生が、勉強を教えるだ
けでなく、日常的な会話も積極的にしてくれて、アッ
トホームな雰囲気で勉強をし、合格することがで
きました。約３年間、ありがとうございました。

横浜平沼高校合格

法政大学国際高校合格

横浜平沼高校合格

川和高校合格

希望ケ丘高校合格

岡西 優芽

中川中学

加藤 心

中川中学

寺久保 武志

東山田中学

山名 澄夏

中川中学

北村 光輝

中川中学

英語がとても苦手でしたが、近藤先生が自
分にあったワークを下さり、単語暗記をつ
いさぼってしまう私をできるまでチェックして
くれました。 苦手な英語を克服できたおか
げで、模試の偏差値は４６から６８に上がり、
志望校にも合格できました。３年間ありがと
うございました！

小６の夏にアプト学院に入塾し、約３年間お
世話になりました。先生たちとの距離感がと
てもよくて居心地よく学習ができました。苦
手な漢字も吉岡先生にたくさんプリントを準
備してもらい、今では漢検２級をもっていま
す。 そのおかげで志望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！

アプト学院の先生方、３年間ありがとうござい
ました。僕が入塾した時には平沼高校に合格
できるとは考えられませんでしたが、塾でたく
さんのことを教えてもらったおかげで内申も
上がり、平沼高校に合格することができまし
た。アプト学院に入塾してよかったです。 あ
りがとうございました。高校でも頑張ります。

私は、中学２年生のときにアプト学院に入塾
しました。 勉強についていけるか不安でし
たが、生徒と先生の距離が近く、何気ない
質問でも丁寧に対応してくださる気風が私に
合っていたと思います。楽しく学びながら成
績を伸ばし、合格することができて最高です！
ありがとうございました！

僕は国語が苦手で、なかなか点数が伸びず
悩んでいました。しかし授業がない日の個
別指導により徐々に安定して高い点数を取れ
るようになりました。アプト学院の先生たち
のおかげで苦手科目をなくすことができまし
た。また、僕が希望ヶ丘高校に受かったの
も先生方のおかげです。

川和高校合格

神奈川総合高校（国際文化）合格

大和高校合格

法政大学国際高校合格

市ケ尾高校合格

江上 茉那

中川中学

下方 唯緒

東山田中学

坂本 陽叶

中川中学

松田 周太朗

中川中学

三浦 舞子

中川西中学

私は志望校を決めるときに悩んでいたので
すが、そんなときにアプトの先生方は私の考
えを尊重しながら、全力でサポートしてくれ
ました。 私が自分の進路を真剣に考え納得
できたのは、アプトにいたからだと思います。
明るい仲間たちと面白い先生方と楽しく勉強
できてよかったです！

私は倍率や苦手教科に悩まされ、入試直前
で志願変更をしました。全く準備していなかっ
た特色検査が増え、先生方にはその他にも
たくさん迷惑をかけてしまいました。でもア
プト学院の先生方は丁寧にわかりやすく対応
してくださり、私の心の支えになっていまし
た。３年間本当にありがとうございました。

自分の第一志望校である大和高校に合格でき
たのは、このアプト学院に通っていたおかげだ
と強く感じます。なぜなら、あまり強制的に勉
強をさせる ( 宿題などで ) ことがあまりなく、
自分自身の意志で勉強を進めることができ、
先生方のサポートも得ることで、勉強に好き
なだけ打ち込むことができたからです。

アプト学院に入るまでは、自主的に勉強を全
くしていなくて成績がよくなかったけど、ア
プトに入ってからは楽しい授業のおかげで学
力はもちろん、集中力もついて自ら勉強も
できるようになりました。 入ってから、宿題
をちゃんとやって、学校のテストで高得点を
とれました。

入塾してすぐはわからないことが多かったけ
れど、アプト学院の先生方が分かるまで何度
も説明してくれたので成長することができ、
結果として第１志望の市ケ尾高校に合格する
ことができました。先生方のおかげで３年間
楽しく過ごすことができました。 ありがとう
ございました。

大和高校合格

横浜平沼高校合格

大和高校合格

光陵高校合格

川和高校合格

関谷 晴

中川西中学

谷 梨子

中川西中学

本木 里英

東山田中学

石川 晴菜

中川西中学

中村 陽花理

中川中学

今までの丁寧なご指導、本当にありがとうご
ざいました。この数か月間、色々な対策を
してきましたが、何一つ欠けても志望校に
受かることはできなかったと思います。アプ
トの先生たちは自分の人生の恩人です。 高
校生になっても中学で学んだ勉強することの
大切さを忘れずに過ごします。

私は小６の最後のほうからアプト学院に通っ
ていました。最初は苦手なことが多く、周り
についていくことができませんでした。しか
し、先生方が分かるまで教えてくださったの
で、苦手なことを減らすことができ、勉強の
楽しさも知ることができました。 ありがとう
ございました。

目指していた大和高校に無事合格すること
ができて、本当に良かったです！独特な覚え
方や分かりやすい説明で、どの授業も楽し
かったです。 私は苦手な理科の授業が１番
好きでした。私に学ぶ楽しさを教えてくれた
のはアプト学院の先生方です。ありがとうご
ざいました！

光陵高校に合格しました。私は本当に社会が嫌い
で、４０台の偏差値を上げることも諦めかけていま
した。しかし僅かな成長にも気づいて褒めてくだ
さった松元先生や、質問をする度に真剣に向き合っ
てくださった酢田先生のおかげで社会科が好きにな
り、試験でも高得点を残すことができました。 先
生方とのかけがえのない出会いに感謝しています。

最初アプト学院に入塾したときは、川和高校
に合格できるなんて夢にも思わなかったけれ
ど、合格できて本当に嬉しかったです。アプ
トに入ったときは英語が苦手だったけれど、
アプトの授業のおかげで得意になりました。
ありがとうございました！
！

大和高校合格

多摩高校合格

横浜平沼高校合格

神奈川総合高校(個性)合格

希望ケ丘高校合格

平野 由梨

中川西中学

前の塾では満足した学力が身につかず、２
年生の時にアプト学院に来ました。最初は宿
題の多さなどに困惑しましたがそのおかげで
満足な学力が身に付き、志望校に合格する
ことができました！また、苦手だった英語で
は栗原先生や石原先生の指導により英検準
２級にも合格できました！

弥栄高校（美術）合格
林田 実優

東山田中学

私は中学２年生のときからアプト学院に通い始
めました。 最初は第一志望の高校は難しいと
言われていたけれど、通っているうちに内申
も学力も上がり、最後には合格することがで
きました。不安なことや分からないことがあっ
ても、近藤先生や他の先生方が分かりやすく
教えてくれたので、安心して受験できました。

瀬尾 夏向

中川中学

僕は中学２年生の最初にアプト学院に入塾し
ました。 その当時の僕の成績は決して良い
とは言えませんでした。しかし、アプト学院
の先生方の教え方がとても上手で、僕の成
績はどんどん上がっていきました。僕がここ
まで努力できたのは先生方のおかげです。
ありがとうございました。

西念 花菜

東山田中学

私は中学２年生の春という、比較的遅い入
塾でした。それにも関わらず、先生方やたく
さんの友達に支えてもらいながら学ぶことが
でき、内申を１１上げてオール５で平沼高校
に合格することができました。短い間でした
が、アプト学院で勉強した２年間はかけがえ
のないものです。ありがとうございました。

多田 悠人

中川中学

第一希望の神奈川総合に合格出来てとても
うれしいです。 勉強を上手く出来ない僕を
サポートして下さった先生方がいなくてはと
ても実現できないことでした。 小中学校の
勉強を本気でやってみたいという人は、ぜひ
アプト学院への入塾をおすすめします。

薄井 晴

中川西中学

アプト学院に行ったおかげで、本当に世界が
変わりました。２年の後期から入塾したので
すが、成績はとても低く、成長できるかどう
か不安でした。しかし、近藤先生をはじめと
して、先生方の分かりやすい授業のおかげ
で成績が急上昇し、第１志望校に合格するこ
とができました。

