横浜翠嵐高校合格
福岡 亮吾

東山田中学

川和高校合格
井上 優花

中川中学

東京学芸大学附属高校合格
高橋 望美

東山田中学

湘南高校合格
佐藤 煌莉

中川西中学

横浜翠嵐高校合格
折谷 穂音子

中川西中学

あの有名な翠嵐高校に合格できるなんて夢
みたいです。中学1年生の頃からずっと翠嵐
高校に行くことが夢だったので、とてもうれ
しいです。これも全てアプト学院のおかげ
です。特に、気持ちがだらけているときなど
に叱咤激励してくれた近藤先生、石原先生、
ありがとうございました。

合格することができて本当に嬉しいです。
私は、小学５年生の頃から５年間お世話にな
りました。アプトの先生方は質問をしに行っ
たときはひとつひとつ丁寧に教えてくださる
し、授業もとても分かりやすいです。この
塾に入ったおかげで自分の学力が大きく伸び
ました。ありがとうございました。

私はアプト学院に中学から通い始めました。
理科と社会で点数が伸びず、悩む時期もあ
りましたが。 近藤先生、酢田先生、石原先
生のおかげで点数を上げることができまし
た。 その結果第一志望校に合格することが
出来ました。 先生方、ありがとうございま
した。

第一志望校の湘南高校に合格できて本当に
嬉しいです！ アプト学院は私の第二の学校の
ようで、勉強も親身になって教えていただき
ました。この塾は本当に勉強をやらせてくれ
る塾で、勉強が嫌いな私も偏差値79を取る
ことができました。 本当に4年間ありがとう
ございました。

アプトのおかげで合格することができまし
た。アプトに入塾してから段々と自分の学力
が上がっていくことを感じられました。 定期
テストの点数も上がっていき、495 点をと
れた時には本当に嬉しかったです。いつでも
気軽に質問に行ける和やかな雰囲気でとて
も楽しく通えました。感謝しています。

多摩高校合格

市ケ尾高校合格

中央大学付属横浜高校合格

多摩高校合格

市ケ尾高校合格

中田 光洋

東山田中学

東 元気

東山田中学

松田 果子

中川中学

棟近 日彩

東山田中学

薗田 結花

中川西中学

私は小学生のころからアプト学院に通っており、
多摩高校に合格することができました。私はアプ
ト学院に通う前は、他の塾に通っていました。でも、
友人にアプト学院を勧められ塾を移ってからは、
個性豊かな先生方のおかげで中学校卒業まで楽し
く授業を受けることができました。 今ではアプト
学院に通っていて良かったなと満足しています。

私は市ケ尾高校でバスケをすることを目標に
1年間頑張ってきました。そして今、合格す
ることができて嬉しい気持ちでいっぱいで
す。 私は調子に乗りやすいのですが、私が
天狗になっていると、近藤先生がすかさず
鼻をへし折って喝を入れてくれました。感謝
の気持ちでいっぱいです。

苦手な教科も徹底的に対策してくださり、お
かげで学校のテストではよい点数を取るこ
とができました！ 優しく面白い先生方の授業
は、いつも笑いが絶えず楽しんで学習する
ことができました。今は「アプトに通ってい
てよかった」という気持ちでいっぱいです！

私は5年 間アプト学 院にお世 話になりまし
た。 勉強があまり得意ではなかったのです
が、アプト学院はとても居心地が良く、楽し
く勉強ができて、だんだんと勉強が好きに
なりました。特に苦手だった数学は、先生が
親身になって教えて下さり、安定するように
なりました。長い間ありがとうございました。

先生方のサポートのおかげで無事、市ケ尾
高校に合格することができました。小学４年
生からの6年間は決して楽な道ではなかった
けれど、アプト学院での様々な経験はわたし
にとって宝物です。ひとりひとり真剣に向き
合ってくださったので、最後まで駆け抜ける
ことができました。

横浜サイエンスフロンティア高校合格

市ケ尾高校合格

多摩高校合格

川和高校合格

横浜緑ケ丘高校合格

蔭山 咲歩

中川中学

梨本 舞桜

東山田中学

森田 智大

東山田中学

小川 空

中川西中学

法花 百恵

中川西中学

私はアプト学院に２年生の夏休みに入ったの
ですが、伸び悩んでいた定期テストの点数
がどの教科も上がり、今年横浜サイエンス
フロンティア高校に合格できたのも、丁寧に
教えて下さった先生方のお陰です。 自分が
苦手な部分を把握して下さったので、とても
感謝しています。

私は小学校5年生の冬期講習から約4年間ア
プト学院に通っていました。中学生になって
から社会がとても苦手になり、良い成績にな
らなくて悩んでいた私に酢田先生が分かり
やすく教えてくれて、苦手を克服することが
できました。市ケ尾高校に合格できてよかっ
たです。ありがとうございました。

私は、アプト学院にとても感謝しています。
私はアプト学院のおかげでずっと目指してい
た高校に合格することができました！アプト
学院の授業は質が良く、分かりやすいです。
学校の定期テストで高得点をとっていたのは
いつもアプト学院の生徒でした。アプト学院
以上の塾はないと思います！

毎晩ゲームをする。アプト学院に通うまでは
これが日常となっていました。学校の内容に
ついていけているので大丈夫だと思っていま
したが、入試はそう甘くないと今では思いま
す。 だからこそ勉強の習慣をつけ、ついに
は川和高校に合格することができ、この1年
間は充実したものだったと思っています。

私は中２の３月からと、北山田校の１５期生
のなかでは一番遅い入塾でした。 自分より
はるかに頭がいい人たちばかりで気持ちが
落ち込むこともありましたが、先生方に励ま
され、偏差値は13も伸び、第一志望の横
浜緑ケ丘高校に合格できました！ アプト学院
に入って本当に良かったです！

横浜翠嵐高校合格

日本女子大学附属高校合格

川和高校合格

湘南高校合格

川和高校合格

中村 日和

東山田中学

橿渕 友里

中川中学

高橋 充希

東山田中学

山本 千里

中川西中学

佐々木 乃梨

東山田中学

私はアプト学院に中３から入りました。１年
という短い時間の中でしたが、自分の学力
を大きく伸ばすことができたと思います。最
初は翠嵐に手が届くなんて思ってもいなかっ
たけれど、合格できてとてもうれしいです。
先生方にはとてもお世話になりました。あり
がとうございました！

私は小学生のころからアプト学院に通っていま
した。苦手な問題を理解するまで何度も丁寧
に教えてくれてありがとうございました。楽し
くわかりやすい授業をしてくれて、時には厳し
く指導してくれたおかげで、第1希望の高校
に合格することができました。 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、先生方のおかげで川和高校に合格するこ
とができました。 アプト学院に3年間通うことで
勉強する習慣を身につけることができました。中
3になってからは、毎日塾のない日も塾の自習室
に行き勉強しました。そのおかげで、最初のころ
全然できなかった英語は今では得意科目にするこ
とが出来ました。アプト学院に感謝しています。

私は中２の夏に入塾しました。どの教科にお
いても苦手なところをつぶすために親身に
なって教えてくださったり、アドバイスをくだ
さったおかげで念願の湘南高校に合格する
ことができました！先生方には感謝してもしき
れません。本当にありがとうございました。

私は小６の時にアプト学院に入塾しました。
中学生になり、部活との両立が大変な時に
も、先生方に励ましていただいたおかげで
勉強も頑張ることができました。憧れだった
川和高校に合格できたのは、親身になって
考えてくださった先生方と仲間のおかげで
す。ありがとうございました。

柏陽高校合格

新城高校合格

住吉高校合格

生田高校合格

横浜翠嵐高校合格

大方 美輝

東山田中学

茂木 大和

中川中学

嶋田 千紘

東山田中学

森田 隆雅

中川西中学

安井 崇陽

中川中学

柏陽高校に合格できるなんて無理だと思っ
ていたけれど、合格できました。 合格でき
たのは授業で先生方がホワイトボードに板
書するだけでなく、生徒に質問したり、徹底
した宿題のチェックをしてくれたことにより、
自然と学力が上がったためだと思います。
アプトに入れば学力が上がると思います。

アプト学院に入塾したとき、僕は偏差値が
45しかありませんでした。 そんな僕に、岡
田先生や栗原先生がわからないところを1つ
1つわかりやすく教えてくれました。 そのお
かげで偏差値は20以上アップし、僕は新城
高校に合格することができました。本当にこ
の4年間お世話になりました。

私は小３の夏からアプト学院に通い始めまし
た。はじめの頃は、集中力もなく、わり算す
らできないほど勉強が苦手でしたが、わかる
まで何度も教えて下さる先生方の指導のお
かげで第一志望校に合格することができまし
た。約７年間とてもたのしかったです。今ま
でありがとうございました。

僕はアプト学院に入塾してから学校の定期テ
ストの5教科合計の点数が約70点も上がり
ました。 僕は文系科目ができなかったため、
栗原先生や中村先生に質問をし、その答え
に納得できるまで追求しました。 そのおか
げで、第1希望の高校に受かることができま
した。

僕が横浜翠嵐高校に合格できたのはアプト
学院のおかげです。 僕は勉強が嫌いだった
のですが、アプト学院の先生方の授業は楽
しく、勉強が好きになりました。また、手厚
いサポートのおかげで勉強を習慣づけること
ができました。アプト学院には感謝しかあり
ません。

川和高校合格

朋優学院高校（特進）合格

市ケ尾高校合格

横浜平沼高校合格

川和高校合格

門野 泰知

東山田中学

中村 元輝

東山田中学

田島 慧人

中川西中学

石橋 友菜

中川西中学

由井 はるか

東山田中学

僕は川和高校に合格することができました。
アプトの先生方のおかげで無事に合格できま
した。 中３になってから毎日塾に行くように
なり、授業がないときにも質問できたり、分
からないことがあると理解できるまで丁寧に
教えてくださり、とても手厚い塾です。こん
な塾は他にはないです。

僕は入塾するまでは成績が３０に届きません
でした。しかし、アプト学院に通い始めてか
ら２年が経ち、最後の成績では３８になり、
私立高校の推薦をとることができました。は
じめの頃はついていくことで精一杯でした
が、先生方のサポートのおかげですぐに慣
れ、学力を向上させることができました。

私は小学校を卒業する少し前にこの塾に入り
ました。その時は全くと言っていいほど勉強
しておらず、全く問題が解けませんでしたが、
先生方が丁寧に教えて下さったり、話しや
すいのでとても通いやすかったです。また、
そのおかげで第一志望の学校に入学できま
した。

本当にアプトのおかげです！私はここに入塾
してから定期テストの合計点がなんと80点
も上がりました。少しずつ自分の結果が良く
なるので勉強するのがとても楽しくなりまし
た。わからない問題を気軽に先生に聞けて、
友達とも高め合いながら勉強できる、自分
にぴったりな塾でした！本当に感謝！
！

ずっと憧れていた川和高校に入学できるな
んて夢みたいです。アプトの授業はとにかく
分かりやすく、楽しくて今まであっという間
でした。 第一志望合格まで導いて下さった
近藤先生をはじめとするアプト学院の先生方
には本当に感謝しかないです。ありがとうご
ざいました！

市ケ尾高校合格

朋優学院高校（特進）合格

川和高校合格

日本大学高校（総進）合格

市ケ尾高校合格

山本 大夢

中川中学

芹澤 洸亮

東山田中学

宮内 智義

中川中学

岡本 悠世

東山田中学

松下 里功

東山田中学

市ケ尾高校に合格できてとてもうれしいで
す。そして本当にお世話になりました。中学
生になってからは自発的に行動するように促
してくださり、自分を成長させることもでき
たと感じています。また、授業中でも時々
笑いが起きるような楽しいアプト学院に入塾
して良かったです。

僕はアプト学院に通っていたことで第一志望
の高校に受かることができました。アプト学
院では自分の苦手な科目や単元の課題をも
らうことが出来るので、自分の苦手なところ
を無くしていくことが出来ました。先生方が
分からないところを教えてくれたりと、すご
く良い環境で勉強できました。

志望校に合格できて嬉しくて仕方ありませ
ん。 自分は受かるか不安でした。しかし、
模試の結果を見て苦手な分野を分析してく
れました。そして、それを出来るようにする
ための沢山の課題を出してくれました。おか
げで苦手な教科がなくなりました。ありがと
うございました。

“ 合格 ” という文字をみたときは、とても嬉
しかったです。アプト学院に5年間通ってよ
かったです。 先生方はとても優しく教えて
くださり、分からないところも分かるように
なりました。近藤先生はとても優しかったで
す。5年間、アプト学院に通っていて良かっ
たです。

僕が市ケ尾高校に合格できるなんて夢みた
いです。アプト学院の先生方が全力でサポー
トしてくれたおかげで、苦手だった教科を得
意にすることができました。 特に理科では、
岡本先生が解きやすいように説明してくれた
ので、理科が大好きになりました。

川和高校合格

住吉高校合格

横浜商科大学高校合格

市ケ尾高校合格

横浜平沼高校合格

松嶋 歩渚

東山田中学

野口 虎太郎

東山田中学

竹谷 祐奈

東山田中学

栗原 快

東山田中学

首藤 まりあ

東山田中学

川和高校に合格することができて、夢みた
いです！ アプト学院では他の塾よりも教材数
が多く、自分の苦手なところを反復して覚え
ることができました。先生方も相談を持ちか
けるとそれに適した解決法を共に考えてくだ
さいました。不安になる受験期にとても親身
になってくださるとても良い塾です。

住吉高校に受かって夢のようです。 僕は小
学3年生のころから塾に入ったのですが、勉
強以外のこともたくさん教えていただきまし
た。割り算やかけ算も解けなかった僕がここ
まで成長できたのは先生方が厳しく指導して
くださったおかげです。7 年間ありがとうご
ざいました。

私は中１の夏期講習でアプト学院に入塾しま
した。入ったばかりのころは授業についてい
けるか心配でしたが、休日返上でたくさん補
習をしていただいて先生方にはとても感謝し
ています。アプト学院で勉強できてよかった
です。ありがとうございました。

僕は無事市ケ尾高校に合格することが出来
ました。僕は直しの重要性をより感じました。
そのきっかけをくれたのは岡本先生でした。
数学の直しを雑にやってしまい、気が緩ん
でいた僕に喝を入れてくれたことで、合格
できたと思います。今までありがとうござい
ました。

私は中２のときアプト学院に入りました。入ったばかり
の頃は、勉強する習慣がまったくなくて大変でしたが、
通っているうちに慣れてきて定期テストの点数も上げ
ることができました。中１の1年間の勉強の内容を中
2、中3になって勉強するのはとても大変だったけれ
ど、アプトの先生方が真摯に向き合って下さったおか
げで、念願の平沼高校に合格することが出来ました。

川和高校合格

日本大学高校（特進）合格

大和高校合格

朋優学院高校（特進）合格

法政国際高校合格

鯨岡 真凜

中川西中学

山西 優生

東山田中学

宗形 周

東山田中学

深見 一真

東山田中学

元川 玲

中川中学

私は中2の春に入塾しました。それまでは勉
強が嫌いでしたが、アプトに入ってからは嫌
いではなくなり、自ら進んで勉強するように
なりました！先生方の楽しくわかりやすい授業
のおかげで、勉強の面白さを知れてよかっ
たです。 いろいろなところでサポートしてく
ださり、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。 そのおかげで、学校での学習を今ま
でスムーズに進めることができました。ちょっ
とした問題が分からなくても、どの先生も
丁寧に教えてくださり、とてもうれしかった
です。この塾で学べて本当に良かったです。
ありがとうございました。

私は大和高校に合格しました。私はもともと
学力が高くなかったのですが、アプト学院に
通ってからは、先生たちがどの教科も分かり
やすく教えて下さったのでだんだん学力がつ
きました。 小６から本当にお世話になりまし
た。今までありがとうございました。

5年生の冬ごろにアプト学院に入りました。約
4年間この塾にお世話になりました。小学生
の頃は勉強が苦手でしたが、中学生になって
先生方の手厚い指導で、今では自ら勉強に取
り組めています。全てアプト学院のおかげだ
と思っています。ありがとうございました。

私は中2まで海外に住んでいて、中3の初め
から日本の中学校に通い始めました。 日本
の中学校の勉強はとても難しく、周りについ
ていくのが大変でした。そんな時にアプト学
院を見つけ、1カ月の体験期間を経て入塾し
ました。アプト学院は個性豊かな先生方と楽
しく勉強できる最高の場所です！

駒澤大学高校合格

多摩高校合格

朋優学院高校（特進）合格

國學院高校合格

目黒日本大学高校合格

河角 早織

中川中学

羽田 櫂

東山田中学

伊藤 小晴

中川西中学

古賀 真麻

中川中学

小宅 駿

中川西中学

私は勉強が苦手で、先生方にたくさん迷惑をかける
ことがありました。でも、その先生方が最後まで熱
心に教えてくださったおかげで、何とか内申をあげ
ることができました。また、英語が苦手でしたが、
英検を勧めてくれて合格に導いてくれました。おか
げで、第一希望の駒澤大学に合格することができま
した。アプト学院に通っていて本当に良かったです。

僕は中学２年生の最初にアプト学院に入塾し
ました。入塾して間もないころは全く学校の
英語についていけなかったのですが、先生
方のとても熱意のある指導のお陰で英語の
点数だけでなく、他の教科の点数もぐんぐ
んと上がっていきました。いままでありがと
うございました。

私は勉強することが苦手であまり自主性がな
いのですが、宿題を計画的に出してくれる
ので、塾でも自宅でもしっかり勉強できます。
分からない問題があり、先生に聞くと、いつ
も丁寧に分かるまで教えてくれます。アプト
学院に通っていてよかったです。

私は最初勉強があまり得意ではありませんで
したが、分からない問題を先生方が丁寧に
教えてくださったり、自分が苦手な分野のプ
リントを作ってくださったりしたお陰で成績
が上がり、第一志望校に合格することが出
来ました。ありがとうございました。

僕は、アプト学院のおかげで無事志望校に
受かりました。思えば、僕が小５で塾に入っ
たときは、先生がみんな明るくて、楽しく
通えていました。 中学生になるとテストの
たびにピリピリしていましたが、その空気が
自分を成長させてくれたのかなと今では思
います。

新城高校合格

川和高校合格

市ケ尾高校合格

大和高校合格

横浜サイエンスフロンティア高校合格

秋田 草詩

東山田中学

江頭 莉央

東山田中学

古澤 太志

東山田中学

山口 澄

東山田中学

前川 慧悟

中川中学

新城高校に入学出来てよかったです。これ
までずっと勉強してきましたが、決して簡単
な道のりではありませんでした。ですが、色々
な先生に支えられて徐々に合格のビジョンが
見えてきました。私がこの塾で学んだことは、
諦めないことの大切さです。

私は小６の夏にアプト学院に入塾しました。
最初は国語が苦手で点数が安定しませんで
したが、吉岡先生が何度も課題を用意して
くださり、自信を付けることができました。
先生方の楽しい授業と手厚いサポートのお
かげで志望校に合格でき、本当に感謝して
います。ありがとうございました。

私は市ケ尾高校に合格しました。入塾したの
が中学2年生だったのですが、アプト学院に
はいったとたん、内申が12も上がり、自信
をもって入試に挑むことが出来ました。新3
年生は、まだ受験の意識が薄いとおもいま
すが、後悔しないように勉強することをおす
すめします。

私は２年生のときに英語や数学に不安を感じ
てアプト学院に入りました。最初の定期テス
トで前回よりも２０点ずつくらい上げること
ができ、高校の合格にもつながったと思い
ます。 先生方に本当に感謝しています。 あ
りがとうございました。

僕は入塾したばかりのころは、国語と英語の
テストの点数が50点ほどしかありませんで
した。しかしアプト学院で栗原先生に英語や
国語の解き方を丁寧に教えていただいたた
め、今では英語は9割、国語も8割以上をと
れるようになり、第1希望の高校に合格する
ことができました。

桐蔭学園高校（アドバンス）合格

みなと総合高校合格

市ケ尾高校合格

港北高校合格

多摩高校合格

石原 遼

東山田中学

遠藤 まあれ

東山田中学

小泉 友星

東山田中学

私は人生の半分以上をアプト学院で過ごしま
した。私の急遽入った予定でも、すぐに新し
い計画を立て授業をしてくださいました。本
当に感謝しています。そのサポートもあり良
い成績が取れて、桐蔭学園に合格できまし
た。 私の受験はアプト学院なしでの成功は
あり得ませんでした。

私は中学２年生の冬に入塾しました。入った
ばかりのころはとても緊張していましたが、
先生方の面白い授業を受けたり、自分が分
かるまで教えてくださったりしたことがとて
も嬉しくて、塾に通うことが楽しくなりまし
た。入塾して本当に良かったと思っています。
ありがとうございました。

自分が入塾したときは、数学や理科が苦手で、
学校の成績も9教科合計で30でした。しか
し、アプト学院に入塾し、先生方から苦手な
ことも分かりやすく教えてもらい、テストで
も9割を越えるほどの点数をとれるようになり
ました！そして、成績は30から41と11も上
がり、第1希望の高校に合格できました。

新城高校合格

朋優学院高校（特進）合格

市ケ尾高校合格

太田 琉

東山田中学

僕はアプト学院に入るまでは勉強について誇
れることは1ミリもなかったのですが、数学
の石原先生のご指導によって数検準２級をと
れたことや、定期テストで90点以上取れた
ことなど、自分ひとりでは出来なかったこと
が出来たのでアプト学院で頑張ってきて良
かったと思いました。

板井 心佑

東山田中学

僕は中学1年生の時にアプト学院に入塾しま
した。アプト学院に入塾してから、先生方の
指導の下、一生懸命勉強した結果、5教科
の内申が15から24まで上げることができ、
第一志望校に合格することができました。ア
プト学院に行けば、すべてがうまくいきます。

高久 祐太郎

中川中学

僕は入試の4カ月前に入塾したのですが、こ
んな僕でも優しく受け入れてくれました。そ
して栗原先生に教えてもらった英語や、中
村先生が教えてくれた社会の模試での点数
がそれぞれ20点近く上がりました。さらに
そのおかげで 5 教科の偏差値が7も上がり
ました。本当に感謝しています。

小川 華怜

中川西中学

最初は、友達がいるからという軽い理由で
入塾したけれど、今ではこの塾でよかったと
思っています。 わからない部分は分かるよ
うになるまで教えてくれるため、今では苦手
だった科目が解けるようになり、行きたい高
校にチャレンジすることができました。 感謝
しかありません。

本藤 一騎

中川中学

多摩高校に受かって本当に嬉しいです。 一時期、
理系科目の点数があまり良くなくて石原先生に厳
しく指導されたときが何回もありましたが、いただ
いた課題をこなし、それで点数が高くなり、褒め
られたときが嬉しかったです。しかし、今度は文系
科目が悪くなってしまった時には近藤先生に面倒を
みてもらったので本当にありがたく思っています。

