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飛躍的な１年がここから始まる！

飛躍的な１年がここから始まる！

飛躍的な１年がここから始まる！

飛躍的な１年がここから始まる！

驚異の学力強化で現役合格。

学
年 教科

レ
ベ
ル

講 座
コード 講座名 授業

曜日 授業時間帯 講師名

高
1

英語

選抜 1WXA 選抜・英語 水 18:40～21:30 山口（裕）
選抜 1WTA 選抜・英語（東大添削プラス）※1 水 18:40～21:30 山口（裕）
難関 1WSA 難関・英語 NEW 金 18:40～21:30 中村
標準 1WAA 標準・英語 月 19:40～21:30 伊達

数学
選抜 1WX5 選抜・数学ⅠＡⅡＢＣ NEW 土 18:00～20:50 相馬
難関 1WS5 難関・数学ⅠＡⅡ 木 18:40～21:30 相馬
標準 1WAG 標準・数学ⅠＡ 土 18:40～20:30 山崎

理科 難関 1WES 難関・化学 NEW 金 18:40～21:30 北田

高
2

英語

選抜 2WXA 選抜・英語 月 18:40～21:30 千葉
選抜 2WTA 選抜・英語（東大添削プラス）※1 月 18:40～21:30 千葉
難関 2WSA 難関・英語 土 18:00～20:50 中村
標準 2WAA 標準・英語 金 19:40～21:30 伊達

数学

選抜 2WXO 選抜・数学ⅡＢⅢ NEW 水 18:40～21:30 谷
難関 2WSO 難関・数学ⅡＢⅢ 火 18:40～21:30 山崎
難関 2WS5 難関・数学ⅠＡⅡＢ NEW 火 18:40～21:30 相馬
標準 2WA5 標準・数学ⅠＡⅡＢ NEW 水 19:40～21:30 相馬

国語
難関 2WSU 難関・国語（現代文・古文） 木 18:40～21:30 加藤（平）・武田
難関 2WSM 難関・現代文 木 20:10～21:30 加藤（平）
難関 2WSP 難関・古文 木 18:40～20:00 武田

理科
難関 2WCS 難関・物理 木 18:40～21:30 佐々木
難関 2WES 難関・化学 金 18:40～21:30 北田

学
年 教科

レ
ベ
ル

講 座
コード 講座名 授業

曜日 授業時間帯 講師名

高
3

英語

選抜 3WXA 選抜・英語 月 18:40～21:30 戸澤
選抜 3WTA 選抜・英語（東大添削プラス）※1 月 18:40～21:30 戸澤
難関 3WSA 難関・英語 木 18:40～21:30 嶋谷
難関 3WHA 東北大英語 火 18:40～21:30 阿部
標準 3WPA 国公立大英語 土 18:40～20:30 伊達
難関 3WRA 東北大英語演習プラス※2 火 17:30～20:20 阿部

数学

選抜 3WXG 選抜・数学ⅠＡⅡＢⅢ 金 18:40～21:30 小林
難関 3WSG 難関・数学ⅠＡⅡＢ 月 18:40～21:30 相馬
難関 3WS5 難関・数学Ⅲ 火 18:40～21:30 谷
難関 3WSS 難関・理系数学 月 18:40～21:30 高村
難関 3WHS 東北大理系数学 土 18:00～20:50 高村
難関 3WHT 東北大数学ⅠＡⅡＢ 金 18:40～21:30 高村
標準 3WAG 標準・数学ⅠＡⅡＢ 火 18:40～20:30 高村
標準 3WAH 標準・数学ⅠＡⅡＢ 土 14:40～16:30 相馬
標準 3WA5 標準・理系数学 NEW 火 18:40～21:30 高村
標準 3WA6 標準・理系数学 NEW 土 14:40～17:30 相馬
難関 3WRJ 東北大数学ⅠＡⅡＢ演習プラス※2 金 17:30～20:20 高村
難関 3WRG 東北大理系数学演習プラス※2 土 17:30～20:20 高村

国語

難関 3WSU 難関・国語（現代文・古文） 水 18:40～21:30 平井・武田
難関 3WSM 難関・現代文 水 20:10～21:30 平井
難関 3WS8 難関・古文 水 18:40～20:00 武田
標準 3WAU 標準・国語（現代文・古文） 木 18:40～21:30 加藤（平）・武田
標準 3WAM 標準・現代文 木 18:40～20:00 加藤（平）
標準 3WAP 標準・古文 木 20:10～21:30 武田

理科
難関 3WCS 難関・物理 水 18:40～21:30 星
難関 3WES 難関・化学 木 18:40～21:30 北田

論文
難関 3WVA 医系論文 金 18:20～20:10 奥津
難関 3WVB 人文社会総合論文 木 18:20～20:10 寺師

■志望・学力・進度に合わせて選べるレベル構成

◆オンライン講座もございます。詳細は駿台ホームページをご覧ください。
※1   Z会専科東大総合演習の英語問題を使用します。
（年間添削回数：（高１・２）11回、（高３）8回）

※2  東北大演習プラス講座は、大学入学共通テスト後に開講する３週間（３回）の講座です。
★担当の講師は都合により変更となる場合があります。  

★詳しい講座内容については、別冊子「講座ガイド」をご参照ください。

NEW

①新設講座も加わり充実のラインナップ！ ②高校の勉強・部活動と両立できる講座が全学年に開講！
当日の授業内で完全理解・学習定着をめざす講座のため、負担が少なく高校の
勉強と両立が可能です！ また、平日の講座は授業開始時間が遅く、授業や部
活の後でも通いやすい講座です。
※標準レベルの講座（高校３年生の標準・理系数学、国語を除く）が対象です。

高２
選抜・数学ⅡBⅢ
難関・数学ⅠAⅡB
標準・数学ⅠAⅡB

高 3 標準・理系数学

高１
難関・英語
選抜・数学ⅠAⅡBC
難関・化学

授業プログラム（英語・数学）

＋＋
講義

復習サポート
100分講座【講義＋復習サポート型】
▶ 新カリキュラム

高校の定期テスト対策・部活動との両立を可能にする講座

レ
ベ
ル 選 抜 難 関 標 準 
目
標
大
学

東大・京大をはじめとする最難関大学
東北大をはじめとする医学部医学科

東北大・東工大・一橋大・早慶上智大などを
はじめとする難関大学

千葉大・筑波大・横浜国立大・宮城教育大・
宮城大・山形大など国公立大学
東京理科大・MARCHなど私立大学

皆さんのご要望にお応えし、下記の講座が新規開講します！
最上位から標準レベルまで、新課程にも対応した幅広いレベル・進度の
講座で皆さんをサポートしていきます！



現役合格を勝ち取るなら駿台仙台校！

“全国規模” の現役予備校

充実したサポートシステム

ＪＲ「仙台駅」東口徒歩2分
地下鉄東西線「宮城野通駅」徒歩2分

バスターミナル徒歩2分

授業を欠席した場合でも、普段受けている授業
の録画映像を自宅で見ることができます！

欠席フォローシステム 質問アプリ ｍａｎａｂｏ“マナボ”
スマートフォンやタブレットを持っていれば、放課
後や休日、自宅にいても質問ができる個別質問シス
テムです！

駿台生の
満足度

97%

0120-51-2418
駿台 検 索 https://www2.sundai.ac.jp/駿台ホームページ

本案内掲載写真につきましては、新型コロナウイルス感染防止に万全の対応を施したもとで
撮影を行い、コロナ禍が収束を迎え、平穏な日常を取り戻した学内風景をイメージするもの、
本校の受験生に対する取り組みを紹介するものとして掲載しております。

駿台予備学校公式アカウントで各種イベントや最新の入試情報などを配信しています！

詳しい入学案内の
ご請求は

ホームページで承ります。

仙台校
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-5-11【受付時間】（平日）10：00～19：00（日・祝）10：00～17：00

※非通知設定ではお受けできません。非通知設定の
　場合は、番号の前に「186」をつけておかけください。

ＪＲ・地下鉄・バス、
どの交通機関を
利用しても

抜群のアクセス！

駿台の青本・模試・テキストを執筆する精鋭講師も東京から出講します。東京の「東大専門校舎」「医学
部専門校舎」で活躍するトップ講師による「本物の授業」を駿台仙台校で受けることができます。

仙台で全国トップレベルの授業を！

仙台校の特別講座（対面授業＋映像配信）では、
全国から多数の申し込みがあり、アンケートでも
高評価を頂いています！東北大対策は駿台仙台校！

仙台校には仙台近隣の高校を始めとして、様々な
高校の生徒が在籍しています。質の高いこの環境
で一緒に学習しよう！

地元から支持される”駿台仙台校”

“仙台校” の集中できる学習環境

仙台校にはいろいろなタイプの自習室があり、ひとりで集中したい時やお友達と一緒に勉強をしたい
時など、気分に応じて使い分けていただくことができます。
個別ブースタイプ自習室・教室タイプ自習室は現役生専用の部屋があります。

全国から支持される
駿台仙台校の”東北大対策”
【東北大対策特別講座 参加地域】

【仙台校  校内生在籍高校】
石巻
泉館山
佐沼
尚絅学院
聖ウルスラ学院英智
仙台育英学園
仙台白百合学園
仙台青陵
仙台第一
仙台第三
仙台第二
仙台二華
仙台西

仙台東
仙台南
仙台向山
多賀城
東北
東北学院
富谷
古川
美田園
宮城第一
宮城野
山形東

など

■九州地区 1%
■中国地区 2%
■関西地区 6%
■中部地区 7%

■北海道 0.5%

駿台仙台校で実施の「2021秋期特別講座
東北大合格答案作成法」の受講生が在籍
する高校を地区ごとに集計しました。

東北地区

関東甲信越

28％

56％

新型コロナウイルス感染防止のための駿台の対応
安心して駿台で学習していただくために（駿台の取り組み）
• 教職員の健康管理の徹底（毎日の検温、感染防止のマスク着用、定期的な手洗い・
消毒の励行）。
• 授業時・質問対応時の講師のマスク着用。 
• 什器の消毒と清掃の徹底（エレベーター・ドアノブなどの定期的な消毒、清掃）。 
• 扉や窓を開けて換気を徹底いたします。教室内の空気は、空調・換気装置を最大
能力にて運転し、扉や窓を開放することにより常に空気の入れ換えを行っており
ます。

安全に学習していただくために（皆様へのご協力のお願い）
• ご家族や同居の方、親しい友人など、身近な方が濃厚接触者の場合（濃厚接触が疑われる場合を含む）は、登校をお控えください。
• 症状の有無にかかわらず、校舎内ではマスクの着用をお願いいたします（マスクは事前にご準備の上、登校をお願いいたし
ます）。 
• 登校前に必ず検温をお願いいたします。発熱や咳などの体調不良が認められる場合には、登校をお控えください。また、校舎入口
に赤外線サーモグラフィーによる体温検知、または非接触型体温計にて検温を実施いたしますので、ご協力をお願いいたします。
•密接を回避するために出入口、階段等の動線を制限させていただく場合がございます。
•休憩時間等の大声での談笑、対面での食事や会話はお控えください。 
•現役生の方は、学校から休校、および外出禁止の指示が出されている期間は、登校をお控えください。 


