
合格へ一歩前進
須々木 麻椰さん（大阪教育大学附属天王寺高校卒業）

京大 文学部

京大を受験するなら、早め早めの準備が肝心だと考え、スーパー京大実戦講座を受講し
ました。早い時期から京大対策に特化した授業を受けたことで、現役生に不足しがちな情
報や、京大受験生としての自覚を得ることができました。特に、この講座で学べて良かった
のは、入試問題のレベルや、合格に必要な点数の取り方でした。その後の勉強計画や模
試への取り組み方に活かすことができました。それまで漠然としていた京大受験を具体
化し、合格へ向けて一歩前進させてくれた講座でした。

京大入試の感覚をつかめた
中西 一真さん（高槻高校卒業）

京大 法学部

京大の問題に取り組んでみたいという一心で、スーパー京大実戦講座を受講しましたが、
最初にテキストの問題を解いてみた時は、英語も数学もどうやって解くべきかわかりませ
んでした。しかし、授業を受けて復習すると、「あぁ、京大の入試は、こんなふうに対策すれ
ばいいのだ」という感覚をつかむことができました。夏の前に明確な京大対策と呼べる勉
強をしている現役生はあまりいません。６月という早い時期に、京大の入試についての理
解を得られたことが、その後の勉強にも良い影響をもたらしてくれました。

京大合格への道しるべ
谷 優佳梨さん（同志社高校卒業）

京大 教育学部

スーパー京大実戦講座は、６月という早い時期に行われるので、京大２次試験の特徴をよく
知らない人や、具体的な対策方法の見通しがまだ立っていない人にお薦めです。講師が過
去問をピックアップして、特徴だけでなくアプローチの仕方までわかりやすく解説してくださっ
たので、学習の見通しを立てるうえでとても良い機会になりました。高３の５月末まで運動部
で活動していたため、京大の入試についてほとんど知識がありませんでしたが、６月にこの講
座を受けたことで、京大入試対策の戦略を立てるのに、大いに役立てることができました。

京大合格への第一歩
森田 健斗さん（北野高校卒業）

京大 工学部

６月の時点では、京大対策と言っても具体的に何をすれば良いのかわからない方も多い
と思います。私はスーパー京大実戦講座を受講したことで、具体的な部分が見えるように
なりました。英語の授業では、京大の問題に対応できる英文の読み方や、より適切な訳
語を選択するための方法を教えてくださいました。数学の授業では、京大の問題はなぜ
難しいように感じるのか、入試本番では何割とれば合格できるのかについて教えてくださ
いました。この講座で京大合格への一歩を踏み出せました。ぜひ受講してみてください。

人より一足先に
山崎 慎悟さん（大手前高校卒業）

京大 薬学部

京大入試は、特に数学などでは、癖の強い問題が多いので、合格までの必要なレベルを
自力で測るのが難しかったです。京大の問題について早くから知るために、スーパー京大
実戦講座を受講しました。講師は問題の解説だけでなく、その後の勉強方針や対策のこ
とも話してくださいました。この時期に京大の傾向をしっかり把握できたことで、ライバルと
差をつけられました。また、この講座で扱われた問題の復習を大事にしました。復習でより
多くを吸収すれば、間違いなく京大合格の役に立ちます。

合格につながる講座
米田 龍矢さん（帝塚山高校卒業）

京大 農学部

高３になって京大をめざすための勉強を始めようとした時、何から始めれば良いか全くわ
からない状態でした。そのような時に高校の先生からの薦めもあり、スーパー京大実戦講
座を受講しました。英語・数学とも、京大の過去問やその類題についての解説などが、非
常にためになりました。また、良い参考書なども教えていただき、京大対策を進める上で非
常に参考になりました。６月という早い時期にこの講座を受けたことで、夏休み以降の勉
強の指針を立てることができ、合格につながりました。

第一志望校を知る重要性
久保 瑛路さん（南陽高校卒業）

阪大 外国語学部

私は阪大を受験しようと思っていましたが、６月の時点では過去問に全く手をつけておら
ず、２次試験に向けて夏休み中に何をすれば良いのか全くわからない状況でした。そこで、
スーパー阪大実戦講座を受けることにしました。講義内容は予想以上に役立つものでし
た。阪大入試の傾向、そして対策の方法など、何から何まで教えてもらいました。早期から
第一志望のことを知るのは重要です。この講座なしには阪大合格は成し遂げられなかっ
たと思います。

志望校との距離をはかる機会
山田 悠希さん（市立西宮高校卒業）

阪大 人間科学部

高２になる少し前から阪大の人間科学部に行きたいという強い思いはあったものの、合
格するために自分が何をすべきかがよくわからないまま高２が終わってしまいました。スー
パー阪大実戦講座では、阪大の過去問に触れる機会を得て、自分と阪大との距離がわ
かり、これから１年、どの教科のどの分野をどれくらい伸ばさなければならないかを把握す
ることができました。また、阪大合格のために６月から夏にかけてやるべきことまで講師が
教えてくださり、その後の勉強方針を立てやすくなりました。

目標の再確認
鎌田 隼さん（春日丘高校卒業）

阪大 基礎工学部

高２の３月頃から阪大を意識して勉強していた僕にとって、自分のやり方が阪大に向いて
いるかを確認するために、スーパー阪大実戦講座はうってつけの講座でした。特に、英語
の長文に対するアプローチの仕方が参考になりました。さらに、他の阪大志望者と一緒
に受講した経験は、本番の２次試験に活かせました。この講座を受けたことで、阪大をめ
ざす人の多さや、阪大をめざすことの厳しさを知り、また、阪大の問題に触れることで、モ
チベーションも上がりました。受けて間違いのない講座です。

合格への重要な鍵
大西 二千夏さん（同志社女子高校卒業）

阪大 薬学部

この講座を受講した目的は、阪大入試の特色や傾向を、有名な講師から直接聴くことでし
た。授業は期待以上の内容でした。演習問題の解説だけではなく、入試本番までの具体的
な指針や対策まで教えてくださり、先の見えない不安が和らぎました。授業で学んだことを活
かして着実に２次試験対策をこなしたことで、センター試験で目標点に届かなくてもくじける
ことなく、自分の努力を信じて突き進むことができました。この講座が逆転合格の重要な鍵
の一つになりました。特に、入試本番までの計画が定まっていない方に受講をお勧めします。
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切 り 取 り 線

2 0 1 9  ス ー パ ー 京 大 実 戦 講 座・ス ー パ ー 阪 大 実 戦 講 座  受 講 申 込 書
◆受講希望講座に○をつけてください。
〈京大〉 〈阪大〉

※保健学科・看護学専攻志望の方は
　文系をお申し込みください。

◆金額に○をつけてください。 ◆教材の受取方法（校外生のみ記入）

※校内生は窓口でお受け取りください。
※教材交付開始＝5月18日（土）
※宅配便は料金着払い（ご本人負担）
　となります。※高卒校内生を除きます。

種別

1.一般生

2.SUM生・特設単科生

○印 ○印 受取方法
校舎窓口で受け取る （2）

宅配便（料金着払い） （1）

金額
5,500円

4,000円

3.校内生 3,500円

円講座受講講座数

講座会場 講座コード
K1001B
K1501B
K1001E
K1501E
K1001P
K1501P
K1001W
K1501W

○印
理系
文系
理系
文系
理系
文系
理系
文系

京都南校

上本町校

西宮北口校

和歌山会場

講座会場 講座コード
H1001B
H1501B
H1001E
H1501E
H1001L
H1501L

○印
理系
文系
理系
文系
理系
文系

京都南校

上本町校

豊中校

以外をすべてペンまたはボールペンで漏れのないようご記入ください。
予約番号
手続番号 ←電話・FAX予約の完了している方のみご記入ください。

SUM生ID番号
（所持者のみ記入） －　　 －

2019年度校内番号
（駿台校内生のみ記入）

申込区分 1.初回申込412

生年月日 FAX番号

0.中3以下

4.1浪 5.2浪 6.3浪以上

1.高1 2.高2 3.高3

携帯電話

都道府県

（マンション名等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

都道
府県

←大学入試センターの指定するコードを記入。
　不明の場合は記入不要。

立 高校
中等教育学校 組 番

@

市郡

西暦 年 月 日

漢　字

カ　ナ
姓 名

電話番号

郵便番号

コード番号

ー

ー ー ー ー
ー ー

Eーmailアドレス

氏

　名

現
住
所

学
校
名

学

　年

●カナ氏名
　〈記入例〉駿台　学… ス ン タ イ マ ナ フ

姓と名の間を1マスあけてください。
↓ ●生年月日　西暦でご記入ください。

　〈例〉平成13年→2001年　平成14年→2002年
●電話番号・FAX番号　市外局番からご記入ください。
　〈記入例〉06-6531-1111

受講料合計

 本校では個人情報保護の観点から、ご提供いただきました個人情報は下記の利用目的のみに使用し、細心の注意を払って管理いたします。また、お預かりした個人情報の取り扱いを
外部に委託することがあります。この場合においても委託契約書を交わし適切な管理をいたします。ご本人の同意なく第三者に提供することはありません。

（利　用　目　的） 1）授業運営（クラス編成・教材発送等）　　2）進路指導　　3）各種事務連絡　　4）成績管理・分析及び各種統計資料作成　　5）入試結果調査
 　　　　　6）駿台予備学校及び関連教育機関の各種ご案内　　7）個人情報の共同利用（関連教育機関）　
 　　　　　※7）については、関連教育機関で秘密保持契約書を交わしています。

（個人情報管理者） 駿台予備学校教務部内　総括情報管理者　〒101-8313　東京都千代田区神田駿河台2-5-17　駿台予備学校3号館内
（お問い合わせ先） 各校舎情報管理者

本校では、「個人情報保護法」および関連法規に基づき、個人情報を細心の注意を払って取り扱っております。
下記の「個人情報の取り扱いについて」をご確認いただき、同意の上で申込書をご提出ください。

個人情報の
取り扱いについて

●受講料は英語・数学2教科セットの1講座あたりの料金です。
●SUM生とは、駿台の模試・講習をお受けいただいた方、および、I-SUM生（裏面参照）を示します。

※高卒校内生を除きます。

［一般生］ 5,500円 
［SUM生・特設単科生］ 4,000円 
［校内生］ 3,500円

窓口申込
①下記の受講申込書に必要事項を記入の上、生徒証等証明となるものを添えて、下記「窓口申込先」校舎に持参してください。
②「予約講座確認書」をお渡しいたしますので、銀行の窓口またはコンビニのレジで受講料をお振込ください。
　※駿台各校舎窓口でのお支払いはできません。
③受講料の振込が確認でき次第、「会員証」「受講上の注意」をお送りいたします。

電話申込
FAX申込

①下記電話申込先にお電話いただくか、下記受講申込書に必要事項を記入の上、7０１２０-７５-２４１８宛にFAXしてください。
　（FAX申込の受付期間は、各講座実施日の10日前までとなります。）
②予約完了後、振込用紙を添付した「予約講座確認書」を発送いたします。
③「予約講座確認書」に添付の振込用紙を使って、銀行の窓口またはコンビニのレジで受講料をお振込ください。
④受講料の振込が確認でき次第、「会員証」「受講上の注意」をお送りいたします。

受
講
料

申
込
方
法

電
話
申
込
先

窓
口
申
込
先

FAX
申込先

京都南校
豊中校＊（現役フロンティア校）
上本町校
西宮北口校 ＊（現役フロンティア校）
大阪南校 （和歌山会場申込先）

FAX申込先

京都校
京都南校
大阪校
大阪南校 
上本町校 

神戸校
西大寺校＊

〒602-8142
〒601-8411
〒561-0872
〒550-0015
〒542-0012
〒651-0094
〒631-0822

京都市上京区堀川丸太町下ル
京都市南区西九条北ノ内町13ー1
豊中市寺内2ー5ー18
大阪市西区南堀江1ー26ー31
大阪市中央区谷町九丁目2ー24
神戸市中央区琴ノ緒町5ー5ー10
奈良市西大寺栄町2－9

0120-02-2418
0120-03-2418
0120-05-2418
0120-06-2418
0120-17-2418
0120-15-2418
0120-83-2418

〈現役フロンティア校〉 ＊

京都駅前校
茨木校
豊中校
堺東校
西宮北口校

〒601-8002
〒567-0888
〒560-0021
〒590-0048
〒663-8204

京都市南区東九条上殿田町43
茨木市駅前2ー4ー34
豊中市本町1ー6ー4
堺市堺区一条通20ー1
西宮市高松町5－39

0120-04-2418
0120-45-2418
0120-29-2418
0120-76-2418
0120-11-2418

〒601-8411
〒560-0021
〒542-0012
〒663-8204
〒550-0015

0120-75-2418

京都市南区西九条北ノ内町13ー1
豊中市本町1ー6ー4
大阪市中央区谷町九丁目2ー24
西宮市高松町5ー39
大阪市西区南堀江1ー26ー31

0120-03-2418
0120-29-2418
0120-17-2418
0120-11-2418
0120-06-2418

［受付時間］10：00～19：00（※現役フロンティア校は13：30～） ［受付開始］4／25（木）～
［申込方法］

※日曜・祝日につきましては事前にお問い合わせください。
※5/1（水）・6/15（土）・16（日）は全校休館日につき、申込受付は行いません。

※フリーダイヤルは非通知設定ではお受けできません。非通知設定の場合は、
　フリーダイヤル番号の前に「186」をつけておかけください。
＊印の校舎は、駿台グループ「駿台教育振興（株）」運営です。

※フリーダイヤルは非通知
設定ではお受けできま
せん。非通知設定の場
合は、フリーダイヤル番
号の前に「186」をつけ
ておかけください。
＊印の校舎は、駿台グ
ループ「駿台教育振興
（株）」運営です。

昨年6月実施の「スーパー京大・スーパー阪大実戦講座」を受講し、今春みごと京大・阪大に合格された先輩の喜びの声

出 講 講 師（ 予 定 ）

2019
京大・阪大
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