
市谷校舎
高校生クラス（現役フロンティア）

医学部専門校舎

高校生クラス（現役フロンティア） 設置講座一覧

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 1CZA 選抜・医系英語 月 18:00～20:50 大原

選抜 1CZB 選抜・医系英語 木 18:00～20:50 岩井

難関 1CYA 難関・医系英語 木 18:00～20:50 小出

数学

選抜 1CZH 選抜・医系数学ⅠＡⅡＢ 水 18:00～20:50 上岡

選抜 1CZJ 選抜・医系数学ⅠＡⅡＢ 土 14:30～17:20 浅井

難関 1CYH 難関・医系数学ⅠＡⅡ 金 18:00～20:50 宮崎

理科 選抜 1CZQ 選抜・医系化学 火 18:00～20:50 神林

高
2

英語

選抜 2CZA 選抜・医系英語 月 18:00～20:50 佐山

選抜 2CZB 選抜・医系英語 土 14:30～17:20 青木

難関 2CYA 難関・医系英語 月 18:00～20:50 古川

難関 2CYB 難関・医系英語 木 18:00～20:50 藤澤

数学

選抜 2CZG 選抜・医系数学ⅡＢⅢ 火 18:00～20:50 降旗

選抜 2CZH 選抜・医系数学ⅡＢⅢ 水 18:00～20:50 須長

難関 2CYG 難関・医系数学ⅡＢⅢ 水 18:00～20:50 浅井

難関 2CYH 難関・医系数学ⅡＢⅢ 金 18:00～20:50 塩谷

理科

選抜 2CZP 選抜・医系物理 金 18:00～20:50 細野

選抜 2CZQ 選抜・医系化学 木 18:00～20:50 早野

選抜 2CZR 選抜・医系化学 土 18:00～20:50 増田

難関 2CYQ 難関・医系化学 火 18:00～20:50 増田

難関 2CYS 難関・医系生物 金 18:00～20:50 山下

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 3CZA 選抜・医系英語 月 18:00～20:50 船岡

選抜 3CZB 選抜・医系英語 木 18:00～20:50 佐山

選抜 3CZC 選抜・医系英語 土 14:30～17:20 船岡

難関 3CYA 難関・医系英語 月 18:00～20:50 栗原

難関 3CYB 難関・医系英語 木 18:00～20:50 大原

数学

選抜 3CZG 選抜・医系数学 火 17:00～20:50 浅井

選抜 3CZH 選抜・医系数学 水 17:00～20:50 鹿野（俊）

選抜 3CZJ 選抜・医系数学 金 17:00～20:50 雲（孝）

難関 3CYG 難関・医系数学 火 17:00～20:50 須長

難関 3CYH 難関・医系数学 水 17:00～20:50 石川

理科

選抜 3CZP 選抜・医系物理 木 17:00～20:50 高橋

選抜 3CZQ 選抜・医系化学 火 18:00～20:50 吉田

選抜 3CZR 選抜・医系化学 土 18:00～20:50 高野辺

選抜 3CZS 選抜・医系生物 金 18:00～20:50 佐野（恵）

難関 3CYP 難関・医系物理 土 18:00～20:50 佐々木

難関 3CYQ 難関・医系化学 月 18:00～20:50 黒澤

難関 3CYR 難関・医系化学 土 14:30～17:20 増田

難関 3CYS 難関・医系生物 土 18:00～20:50 太田（信）

論文

難関 3CVA 医系論文 月 18:00～19:50 奥津

難関 3CVB 医系論文 火 18:00～19:50 松井

難関 3CVC 医系論文 水 18:00～19:50 松井

難関 3CVD 医系論文 金 18:00～19:50 上條

★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。

★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・早慶大・医学部） 標 準 （筑波大・千葉大・横国大・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。



市谷校舎
フロアガイド
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2F

開校40年の歴史と伝統ある市谷校舎で
医学部合格への第一歩を踏み出しましょう！

オンデマンド
ルーム
（自習室）

JR「市ケ谷駅」[中央（総武）線]より徒歩3分
東京メトロ有楽町線･南北線｢市ケ谷駅」7番出口より徒歩3分
都営新宿線「市ヶ谷駅」4番出口より徒歩3分

0120-71-2418 〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町15-3 
※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】10：00～19：00（日・祝につきましてはお問い合わせください）

詳しい入学案内の
ご請求は

ホームページで承ります。

市谷校舎

医学部医学科（医学群） 　合格者喜びの声

お茶の水女子大学附属高校出身

東京医科歯科大

駿台の授業では、素晴らしい
講師の方々から、アカデミッ
クなお話を伺うことができ
ます。公式を暗記するだけで
なく、何故そのような公式と
なるのかも学べて、楽しかっ
たです！

日比谷高校出身

東京医科歯科大

わかりやすい授業はもちろ
ん、クラスリーダーに悩みを
相談し、落ち着いて勉強に取
り組むことができました。自
習室で周りに刺激を受けな
がら最後まで頑張れました。
ありがとうございました。 

開成高校出身

東京医科歯科大

駿台現役フロンティアは、安
定した授業、充実した模試、
いつでも使える自習室、大学
生や職員のサポートなどが
揃っています。おかげで第一
志望に現役合格することが
できました！

暁星高校出身

千葉大

高校では化学が苦手で、偏
差値５０を切ることもあっ
た。しかし、質の高い講師や
テキストを信用し何度もや
り込むことで、２次試験では
満点近く取ることができた。
感謝しかありません。 

東邦大学付属東邦高校出身

千葉大

駿台に来ると自分と同じよう
な受験生が多くいるので、良い
刺激になりました。特に、講習
では普段通期で取っていない
教科も気軽に学ぶことができ
て良かったです。入試直前まで
使った講習教材もありました。 

洗足学園高校出身

横浜市立大

物理のテキストを自分で説
明できるまで何度も繰り返
し、基礎を固めることができ
ました。諦めず、自分の努力
を信じれば、本番に力を発揮
できると思います。３年間あ
りがとうございました。 

三鷹中等教育学校出身

筑波大

私は高校２年生から駿台に
通っていました。本質を丁寧
に教えてくださったので理
解の助けになりました。また
面接指導のおかげで面接に
慣れ、本番でも実力を発揮す
ることができました。 

女子学院高校出身

慶應義塾大

講師の方々のわかりやすい
授業のおかげで、楽しく学ぶ
ことができました。駿台のテ
キストは内容が充実してい
て、繰り返し解くことで着実
に力がついたと思います。 

吉祥女子高校出身

東京慈恵会医科大

駿台の授業を受けて、テキス
トを何度も繰り返し復習し
たら受かるんだと実感でき
ました。周りの皆がライバル
であり、皆がまじめである環
境だったたからこそ、毎日勉
強に励めたと思います。

桜蔭高校出身

順天堂大

講師の先生方はじめ駿台の
職員の皆様の手厚いサポー
トのおかげで医学部合格を
掴み取ることができました。
後輩の皆さん、周囲への感
謝の気持ちを忘れず、最後ま
で夢を追ってください。

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。 


