
高校生クラス（現役フロンティア） 設置講座一覧

大宮校
高校生クラス（現役フロンティア）

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
難関 1MSA 難関・英語 水 18:30～21:20 山崎（正）

標準 1MAA 標準・英語 水 19:30～21:20 朝岡

数学

選抜 1MX5 選抜・数学ⅠＡⅡＢＣ 土 18:00～20:50 吉野

難関 1MS5 難関・数学ⅠＡⅡ 金 18:30～21:20 鹿野（竜）

標準 1MAG 標準・数学ⅠＡ 土 19:00～20:50 大塚（健）

高
2

英語

選抜 2MXA 選抜・英語 土 18:00～20:50 古川

選抜 2MTA 選抜・英語（東大添削プラス）※1 土 18:00～20:50 古川

難関 2MSA 難関・英語 金 18:30～21:20 古川

難関 2MSB 難関・英語 土 18:00～20:50 水野

標準 2MAA 標準・英語 木 19:30～21:20 叶野

標準 2MAB 標準・英語 土 19:00～20:50 千葉

数学

選抜 2MXG 選抜・数学Ⅲ 土 14:30～17:20 吉野

難関 2MSO 難関・数学ⅡＢⅢ 金 18:30～21:20 山本

標準 2MA5 標準・数学ⅠＡⅡＢ 土 15:30～17:20 野津

理科 難関 2MES 難関・化学 木 18:30～21:20 小山

高
3 英語

選抜 3MXA 選抜・英語 土 14:30～17:20 大島・古川

選抜 3MAT 選抜・英語（東大添削プラス）※1 土 14:30～17:20 大島・古川

難関 3MSA 難関・英語 水 18:30～21:20 齋藤（英）

難関 3MSB 難関・英語 土 14:30～17:20 大澤

難関 3MWA 早慶大英語 土 14:30～17:20 水野

標準 3MPA 国公立大英語 土 15:30～17:20 千葉

標準 3MA1 私大英語 金 19:30～21:20 塚越

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

数学

選抜 3MXG 選抜・数学ⅠＡⅡＢ 火 18:30～21:20 清宮

難関 3MSG 難関・数学ⅠＡⅡＢ 月 18:30～21:20 藤原

難関 3MS5 難関・数学Ⅲ 水 18:30～21:20 齋藤（寛）

難関 3MSS 難関・理系数学 土 18:00～20:50 大沢

難関 3MYG 難関・医系数学 土 17:00～20:50 清宮

標準 3MAG 標準・数学ⅠＡⅡＢ 土 18:00～19:50 野津

標準 3MA5 標準・理系数学 土 18:00～20:50 野津

国語

難関 3MSM 難関・現代文 土 18:00～19:50 平井

難関 3MSP 難関・古典（古文・漢文） 木 18:30～21:20 三宅・小向

難関 3MS8 難関・古文 木 19:30～21:20 小向

難関 3MWU 早大国語（現代文・古文・漢文）※2 月 18:30～21:20 岡井・小向・寺師

標準 3MAU 標準・国語（現代文・古文） 月 18:30～21:20 小向・岡井

標準 3MAM 標準・現代文 月 20:00～21:20 岡井

標準 3MAP 標準・古文 月 18:30～19:50 小向

理科
難関 3MCS 難関・物理 金 18:30～21:20 星

難関 3MES 難関・化学 木 18:30～21:20 黒澤

地歴
難関 3MJS 難関・日本史 水 18:30～21:20 田口

難関 3MQS 難関・世界史 水 18:30～21:20 茂木

論文
難関 3MVA 医系論文 月 18:30～20:20 佐藤（緑）

難関 3MVB 人文社会総合論文 木 18:30～20:20 山口

★担当の講師は都合により変更となる場合があります。   

■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 早大国語の漢文は映像授業での受講となります。

★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。

レ
ベ
ル 選 抜 （東大・京大・医学部） 難 関 （東工大・一橋大・東北大・早慶大・医学部） 標 準 （筑波大・千葉大・埼玉大・MARCH）

特
長

各科目の成績最上位者を対象とした講座です。
厳選した大学入試レベルの問題に早期から取り
組み、現役合格に必要な確固たる学力を養成す
る高度な授業を展開していきます。

基礎学力がある成績上位者を対象にした講
座です。質の高い問題に取り組むことで、確固
たる基礎力の定着と高度な実戦力を養成し、
現役合格に必要な学力を構築していきます。

基本事項を確認しながら、応用力を養成し、
現役合格に必要な力を身につけます。



9F 桜　

8F 夜空

7F 紅葉

6F 稲穂

5F 夕焼

4F 夏空

3F 若葉

9F｜フロンティアホール

自習に、飲食に、そして疲れた時には休憩に、気分と頭をリフレッ
シュ出来る場です。

2F～7F｜授業教室

駿台の授業は学問の本質を説き、主体的に思考する力を磨きます。

2F｜進学情報ルーム

過去何年分の情報から最新のも
のまで、必要な情報を集約してい
ます。

常に開放された講師室です。授業
の疑問点はその日のうちに解消
していきましょう。

1F｜講師室

8F～9F｜専用自習室

光の差し込む快適な学習環境です！

勉強に集中できる自習室！
個別ブース型の専用自習室と、授業教室の空き時間に利用
できる開放自習室があります。
また、高校生の方のみご利用いただける「高校生専用自習室」
も設置しています。
勉強に集中できる！と評判の自習室です。

1F｜教務室・受付

日々受験生のサポートに努めま
す。気軽に声をかけてください。

明るく清潔感のある入口で
皆さんをお迎えします。

1F｜エントランス

各フロアにテーマカラー（１・２階は白のキャンバス）を設けています。
お時間がございましたら、ぜひ各フロアをご見学ください。
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大宮校
フロアガイド

0120-54-2418 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-235-3  
※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。【受付時間】（平日）10：00～19：00（日・祝）10：00～17：00

詳しい入学案内の
ご請求は

ホームページで承ります。

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。

大宮校
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！

https://www2.sundai.ac.jp/駿台 検 索駿台ホームページ

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。 


