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たくさんの先生に支えられ合格！

駿台に支えられて

※3/12までの提出分より一部を抜粋して掲載しております。

ありがとうございました

高 潤河[広島学院]

高 俊河[広島学院]

松浦 創[広島学院]

東京大・理三

東京大・理三

東京大・理三

駿台には東大理三の現役合格に必要なもの全てが揃っ
ていました。僕がいつも相談をしていた五藤先生、ハ
イレベルな問題演習とわかりやすい解説の中井先生、
物理学の本質に迫る授業をしてくださった森下先生、
志望理由書を見てくださった池尻先生。そして進路ア
ドバイザーの水原さんをはじめとする教務の皆様。本
当にありがとうございました。

駿台では毎回のテストが定期的な演習機会となり、数学の中井
先生と五藤先生から応用の利く解法を教わることができた。特
に五藤先生は自分の数学の殻を打ち破ってくださった。エクス
トラ物理の森下先生の授業は本質に迫るもので、入試を超えた
学びができた。また、水原さんをはじめ多くの進路アドバイ
ザーとクラスリーダーに支えられたことで、最後まで入試に集
中できた。感謝の気持ちでいっぱいだ。

駿台では同じ高校や他校の優秀な友人に囲まれ、集中
して勉強することができました。講師によるわかりや
すい授業はもちろんのことですが、一緒に勉強した友
人と切磋琢磨できたことや進路アドバイザーの御指導
に自分は支えられました。高校では出会えない情報に
アクセスできたのがよかったです。

高３からでも間に合う

洗練された授業

設備が良すぎる

三田 昂之介[広島大学附属]

西谷 光太郎[広島学院]

数間 俊哉[広島大学附属]
京都大・総合人間

東京大・文一

京都大・医・医

高３の最初に受けた共通テスト模試の古文が８点でした。これ
はいけないと思い、高３スーパー国語を受講しそのクオリティ
に感動しました。先生から配られるプリントが秀逸で、文法事
項を手を変え品を変え叩きこんでくれただけでなく、基本事項
だけでも東大レベルに太刀打ちできると教えてくださり、おか
げで共通テストと個別試験で満足のいく結果が残せました。

僕は五藤先生の高３スーパー理系数学Sαの講座を受
講していました。五藤先生の授業は京大数学で安定し
て高得点を取るために必要なことを全て教えてくれま
した。模試でも本番でも他の受験生と差をつけること
ができました。進路の相談にも対応していただいて心
の支えになりました。

駿台において何よりも良かったのは自習室だと思いま
す。開放自習室は勿論、個別ブースの自習室や共通テ
スト直前期の共通テスト型の自習室など、自習室の使
い分けが可能で本当に重宝しました。あとは資料室に
ある過去問にもお世話になりました(笑)。駿台の授業
は講師陣のレベルが高く生徒の質も高いので、非常に
高度な授業が受けられると思います。

努力だけで押しきれる

頼りになる自習室

あきらめないで本当に良かった

中島 総一郎[修道]

三浦 健太[広島城北]

京都大・法

京都大・農

田邉
大阪大・医・医

僕は才能ではなく完全に努力型の人間なのでとにかく
量をこなしました。共通テスト後の京大対策の授業を
受講しましたが、めちゃくちゃ伸びてる感じがして充
実しました。

僕は家や図書館では集中力が持たずに自習ができない
人間でした。そのため、自習環境のしっかりしている
塾に入ろうと思っていました。駿台は、個別ブース型
と教室開放型の２つの自習室があり、座席数も多く用
意されているなど、集中を持続できない自分でも頑張
れました。他にも、５０分授業など受験生への配慮は
多くありました。本当にありがとうございました。

受験は色んな人に支えられて無事終えることができま
した。ありがとうございました。前期入試直前は本当
に辛くてご飯も喉を通らなかったですが、全てが報わ
れた気がします。共通テストが思うように点が取れ
ず、志望を下げようかと迷いましたが、自分の力を信
じて予定通り阪大医学部に出願しました。皆さんも自
分を信じて頑張ってください。

整った学習環境

駿台に助けられました

自分を信じて

東 功祐[広島]

吉村 尚真[基町]

啓一郎[広島大学附属]

西堀 結貴[高森(山口)]

大阪大・経済

大阪大・工

大阪大・工

自分は勉強の習慣が身についていなく、家ではついサ
ボりがちだったので、駿台の自習室をよく利用させて
もらっていました。個別ブースタイプの自習室を主に
利用していましたが、みんなが勉強に集中していて、
張り詰めた雰囲気の中で程よい緊張感で勉強すること
ができました。

駿台は授業が素晴らしいのはもちろんですが、サポー
トが手厚いことや自習室が豊富にありそれにとても助
けられました。クラスリーダーや進路アドバイザーに
相談することで気持ちが前向きになったし、ブース型
の自習室だけでなく開放自習室もあることで良い環境
で飽きることなく１年間集中して勉強に励むことがで
きました。

私は高３の１０月あたりまで模試で良い結果が出せず
にいましたが、これまで自ら行った勉強、駿台での勉
強、高校での勉強を信じて本番に挑み、無事合格しま
した。駿台では、高校では扱わないような問題を基礎
を通して教わることができたので理解が深まりまし
た。また、駿台は対面授業であるため、集中力も高ま
りました。

駿台に通ってみた感想

駿台に来て間違いなし

英語がより好きになれた！

村田 将胡[修道]

寺戸 建斗[修道]

伊達 朱音[基町]

大阪大・基礎工

大阪大・基礎工

大阪大・外国語

僕は高３の春から駿台に通い始めたのですが、何より
その授業の内容が印象的でした。実際に授業を受けて
みると想像以上にレベルが高く驚かされましたが、大
事な基礎の部分をしっかりと触れた上で授業が進むの
で理解しやすかったです。また、授業以外にも自習室
の環境や講師に質問する体制も整っていて、とても利
用しやすかったです。

自分は理系なのですが、元々文系志望だったので理系
科目自体が苦手でした。そこで理系科目に強い駿台に
通い数学と化学を強化しようと思いました。特に、化
学の高田先生の授業は本当に素晴らしく、受験直前に
は得意になりました。努力すれば苦手も得意になりま
したので今後も努力していきます。

英語の力を伸ばしたいと思い、入学しましたが、講師
陣の熱心なご指導やクラスリーダーのサポートのおか
げで、勉強することに前向きになれたと感じていま
す。そして、元々好きだった英語がもっと好きになれ
ました。駿台の教材やプリントはとても分かりやすく
て、英語の長文は楽しい物語として読むことができた
ので、全く苦になりませんでした。

合格の必要十分を満たすんだい

駿台で良かった

駿台ありがとう！！

岡野 優大[舟入]

大嶋 聡汰[柳井(山口)]

梶山 滉太[広島学院]

大阪大・外国語

大阪大・経済

九州大・医・医

必要条件：生徒それぞれが何も言わず黙々と努力を積
み重ねる。 十分条件：復習すればするほどうれしくな
る教材、先生の授業(二宮先生推しです)

初めての受験でよく分からないことも多くあったけ
ど、自習室が静かでよく集中できたので効率的に勉強
できたと思います。進路アドバイザー、クラスリー
ダーの方々もとても気軽に相談に乗って下さいまし
た。僕は英語と数学を受講していたのですが、英作文
に関しては特に、授業で習った表現がそのまま本番で
出てきて驚きました。

駿台の強い点はやはり自習室だと思います。常にきれ
いに保たれており、家では集中できない自分でも勉強
に没頭することができました。また、高3エクストラ
数学αではテスト演習で仲間と切磋琢磨しながら実力
を養成することができました。ありがとうございまし
た。

ありがとう駿台

自習室での勉強

五藤先生神

鈴木 洸稀[修道]

杉野 巧昇[広島学院]

稲垣 智哉[広島学院]

九州大・薬・創薬科

九州大・工

広島大・医・医

私は共通テストの点数があまり良くなく、志望校の決
定に時間がかかりました。進路アドバイザーとの面談
を通して、九大を受けることを決めたことに後悔はな
いです。駿台の自習室はレベルの高い生徒ばかりで、
良い刺激をもらいながら勉強できました。

僕は家では割とだらけてしまう方なので駿台の自習室
をよく利用していました。自習室はいつきても緊張感
がすごくて集中して夜まで勉強できました。試験が近
くなった時には家よりも駿台にいる時間の方が長いく
らいでした。大変だったけど、自習室には本当にお世
話になったと思います。

高３スーパー理系数学Sαの五藤先生の授業が最高で
した。五藤先生は神です。高3生は絶対に受講するべ
きだと思います。ありがとうございました。
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第一志望校に合格した秘訣

駿台は本当に良い

菊崎 理帆[広島大学附属]

※3/12までの提出分より一部を抜粋して掲載しております。

多くのサポートをいただきました

徳本 彩乃[広島大学附属]

藤田 健文[広島学院]

広島大・医・医

信州大・医・医

岡山大・医・医

私が受験勉強で一番頑張ったことは、基礎問題演習で
す。何においても基本的な問題を絶対に落とさないこ
とを意識して勉強しました。駿台では、志望校の傾向
に合っている問題演習ができました。それだけでな
く、英作文や数学の添削も為になりました。英語の授
業では問題解説に加えて作文に使えそうな表現もたく
さん教えていただきました。

駿台は本当に素晴らしい環境です。授業は常に質が高
く、汎用性の高い考え方が学べます。駿台の復習を完
璧にしていればまず間違いありません。また駿台の自
習室は、どんな精神状態でも必ず集中できるような場
所です。そして何より、進路アドバイザーやクラス
リーダーがずっと支えてくれます。水原さん、井出さ
ん、本当にありがとうございました。

進路アドバイザーは、講習の際にどのような講座を取
れば良いのかといったことから、勉強の方法などに到
るまで、様々なことに相談に乗ってくださり、的確な
アドバイスをくださいました。また、クラスリーダー
の皆さんも日頃から積極的にコミュニケーションを
取ってくださいました。そのおかげで自分の学習方法
などを修正していくことができたと思います。

駿台の環境が良かった！

駿台ありがとう

快適な自習室

瀧口 寛子[ノートルダム清心]
長崎大・医・医

杉原 愛海[広島]
神戸大・国際人間科学

神戸大・医・保健

駿台は、レベルの高い人が多く、自習するのも緊張感
を持ちながらできるので、集中して取り組むことがで
きました。特に高3で受けた英語がとてもよかったで
す。周りの人から刺激を受けながら授業を受けること
ができました。受験直前不安なことも、進路アドバイ
ザーの方やクラスリーダーにたくさん相談して励まし
ていただけました.

駿台の自習室は、とても緊張感があって勉強には最適
の環境でした。眠くなっても、目が覚めるほど周りの
生徒のやる気が伝わってきて頑張り続けることができ
ました。少し自習室に行くのが嫌だなという日も、駿
台に行くと自然に頑張れました。自分の実力を最大限
まで引き上げてくれた駿台に感謝です。ありがとうご
ざいました！

高２の後半からは毎日自習室に通いました。集中でき
ない日もあったけど、駿台まで足を運ぶ習慣はずっと
続けました。おかげで勉強時間を毎日確保できたし、
わからないところを友人に聞いたりしながら受験に向
けての準備を進めることができました。授業の復習な
ども自習室で行い、わからない点は質問に行くなど、
自分なりのルーティーンができてよかったです。

自習室は精神と時の部屋

地の力が伸びました

大学受験を終えて

伊藤 弓月[基町]

片山 梨乃[広島女学院]

影山 大祐[広島学院]

恵美 晴登[修道]

神戸大・国際人間科学

名古屋大・理

名古屋大・情報

とにかく集中できました。疲れたな、帰りたいな、と
思い机から離れようとしたとき、周りにはシャーペン
を握り、少しでも時間を無駄にしないように努力し続
けるライバルがいました。そのおかげで僕自身このま
まではこの人たちに負けるなと不安になり、その不安
とともに時間を忘れて学習に励むことができました。

１月の共通テストが終わっても、過去問に力が入ら
ず、問題集を開いてぐずぐずしていましたが、腹をく
くって過去問に向き合ってみると、想像以上に解けて
いました。駿台で教えられた知識をフル回転した自分
は思ったよりも力強かったです。特に個性豊かで熱意
のある講師の方々には感謝しています。

この度は無事に第一志望の大学に合格することができ
ました。駿台の良かったところは授業の質が高いとこ
ろです。自分は英語の授業を受けていて、そのおかげ
で入試問題にも対応できる解き方を学ぶことができ、
それは受験本番でもとても役に立ちました。また、夏
期や冬期の共通テスト対策のおかげで本番も落ち着い
て解けて良い点が取れました。

駿台に感謝

一年間ありがとうございました

その日のうちに質問

久保 稀央[基町]

大久保 有紗[広島]

東北大・工

広島大・医・保健

山崎 美侑[広島大学附属]
広島大・医・保健

自分は駿台に入学していなかったら第一志望に合格し
ていなかったと思います。それほど駿台で学んだこと
が多かったからです。講師の方たちは問題に対してな
ぜ、どうしてそうなるのかを詳しく、更に関連した内
容も教えてくれとてもわかりやすく楽しかったです。
また自習室も勉強に集中できる環境でよく利用しまし
た。駿台には本当に感謝しています。

私は高校３年生になる春に駿台広島校に入学しまし
た。私が受験勉強の際、最もよく利用したのは、開放
自習室です。周囲の人のやる気や熱意を感じながら学
習ができるので、モチベーションの向上につながりま
した。また、授業は丁寧でわかりやすく、私はこの１
年間で数学の記述力を大きく伸ばすことができまし
た。本当に駿台で良かったです。

今回無事第一志望に合格することができました。私は
駿台や学校の授業で感じた疑問点をその日のうちに質
問して解決するということを意識して日々勉強してい
ました。駿台の授業は大学の試験の傾向に基づいて進
められ、解答に求められる要点を教えていただいたこ
とがすごく為になりました。駿台の先生方には本当に
感謝しています。

駿台に通って良かった！

クラスリーダーありがとう

広島大の対策

柴田 あみり[広島女学院]

深水 彩花[舟入]

世羅 芽奈［基町］

広島大・理

広島大・総合科学

広島大・総合科学

私は高２の夏から駿台でお世話になりました。特に森
川先生の物理の授業で、なぜそうなるのかを丁寧に教
えていただきとても力になりました。そして、レベル
の高い友達とも一緒に頑張ることができたことも良
かったです。また、進路アドバイザーやクラスリー
ダーがすぐに相談に乗っていただけたのもとても心強
かったです。

クラスリーダーの皆さんには、進路や勉強法の相談に
乗ってもらったり、数学を丁寧に教えてもらったり
と、さまざまな時にお世話になりました。悩んでいる
時や落ち込んでいる時にも励ましていただき、そのた
びに元気をもらうことができました。クラスリーダー
の皆さんがいたからこそ私は合格できたのだと思って
います。ありがとうございました！

駿台の広島大英語の講座や冬期直前講習の広島大プレ
英語に参加することで、広島大の英語に対してしっか
りと対策することができました。

素晴らしい自習室

駿台のおかげでした

駿台で良かったです

廣岡 伶音[広島国泰寺]

福間 承太郎［海田］

佐藤 真帆［基町］

広島大・文

広島大・法

広島大・生物生産

私は２年間駿台に通って、最も便利だと思ったのが自
習室の存在です。まず気軽に使える開放自習室と自分
を追い込んで勉強できる専用自習室が分かれているこ
とに使いやすさを感じました。さらに駿台では天井の
換気装置のおかげで、学校の教室のように換気で窓を
開け放すことがことがないため暑さ寒さや風に悩まさ
れる心配がありません！

駿台に通って自分が感動したのは、授業の質の高さで
す。普段の授業や夏期・冬期の講習はとてもためにな
りました。また、分からなかった部分や疑問に思った
ことは直接講師の方に尋ねると、とても分かりやすく
丁寧に教えてくださり、その日のうちに納得して復習
することができました。

高校が終わるとすぐに駿台の自習室を利用していまし
た。友人と一緒に通っていたのですが、そのことが自
分の勉強意欲をかき立てられたので本当に良かったと
思います。授業では広島大学に特化した講座を受講し
ていたため、早い段階から広島大学の対策をすること
ができました。駿台を選んで本当に良かったです。あ
りがとうございました。

自習室のありがたさ

自習室最高！！駿台最高！！

いろいろと大変な年だったけど・・・

新田 衣未莉[広島女学院]
東京外国語大・国際社会

愛媛大・農

授業はもちろん、個人的には自習室の環境が最高でし
た。仲間と共に勉強するという環境の中で、家で勉強
するよりも勉強の質を格段に上げることができまし
た。そのおかげで、コロナの影響で駿台が利用できな
かった期間でも自宅で同様に勉強できる習慣がついて
いました。駿台で勉強できる機会をいただけて本当に
感謝しています。ありがとうございました！！

私は高３の４月に入学し、約１年間駿台にお世話にな
りました。コロナ渦の影響もあって部活の引退も曖昧
になり、気持ちが切り替えられずにいたけれど、駿台
に通い受験勉強に必死に向き合うことができました。
クラスリーダーや進路アドバイザーが親身になって相
談に乗ってくださったので心強かったです。本当にあ
りがとうございました。

三好 優輝[広島学院]
広島大・工
家には弟が２人いて、集中して勉強ができる環境になかった
が、自習室は静かで皆が集中してるから、自分も勉強に集中す
ることができた。また個別ブース型と教室開放型の2種類の自
習室のおかげで長期休暇でも場所を変えながら勉強できて、マ
ンネリ化はしなかった。講師とクラスリーダー、進路アドバイ
ザーの皆さんには大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

櫻井 愛美［広島女学院］
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洗練された英語の授業

大変だけど充実

柿原 仁啓［広島国泰寺］

※3/12までの提出分より一部を抜粋して掲載しております。

本当にありがとうございました
井上 朝斐［崇徳］

石丸 莉奈[ノートルダム清心]
慶應義塾大・医

山口大・工

慶應義塾大・理工

私は駿台に通って特に驚いたのは、英語の授業とサ
ポートでした。駿台の英語の授業は本当に素晴らし
く、私はほとんどの英語の勉強は駿台でした。体系的
な授業と、基礎から応用までわかりやすい説明により
聴くだけでも成績が上がります。特に「高3スーパー
英語S」はおすすめです。英語の勉強で悩んでいる人
は駿台の英語を受講することでおすすめします。

コロナや西日本豪雨で多くの授業がつぶれてしまった
のが私たちの代でした。しかし、大学受験は待ってく
れず、授業が終わらずとも試験が近づいてきました。
焦りと不安でイライラする日々が続いたのですが、友
人や家族、駿台の皆さんのおかげで何とか乗り越える
ことができました。大変でしたが充実した１年間でし
た。

私はずっと数学が苦手でしたが、高３で五藤先生の数
学の授業を受けて数学の成績が上がりました。授業後
には数学の過去問などの質問にも答えてくださりまし
た。五藤先生がいなかったら合格できなかったと思い
ます。ありがとうございました。

ありがとうございました！

自習室を活用しよう

駿台と共に戦った１年間

小野 琴美[ノートルダム清心]
上智大・経済
駿台の自習室はとても快適で集中して学習することが
できたと思います。また、元々苦手だった物理は駿台
の授業を受けることで、得意科目に出来たと思いま
す。最終的に自分の第一志望校に合格することができ
たので感謝しています。本当にありがとうござまし
た。

原田 将伍［崇徳］
中央大・法
駿台は自習室が静かで勉強をするモチベーションも維
持することができました。開放自習室も専用自習室も
自習するのには良い環境だと思っています。駿台で勉
強できたのはいい経験でした。

橋本 直昇[広島城北]
関西学院大・人間福祉
私は高３から駿台に通い始めました。最初は授業につ
いていくので精一杯でしたが、予習復習を丁寧にして
いくことで次第に実力がついてきました。しかし、そ
れは決して自分だけの力だけではなく、親身に相談に
乗ってくださったクラスリーダーの方々や一人ひとり
に合わせて指導してくださった講師のおかげです。１
年間ありがとうございました。

最高の環境で勉強ができた
中島 渉[広島なぎさ]
国際教養大・国際教養
私は高３から駿台に入学しましたがここには自分が必
要としていた自習環境、ハイレベルな授業、親身に
なって聞いてくれる進路サポート等がすべて揃ってい
ました。また、クラス内では切磋琢磨しあえる仲間も
多くできて常にフルモチベーションで受験期をのり切
ることができました。約１年間、本当にお世話になり
ました。

２０２１年度入試 駿台広島校 合格実績(3/12判明分)
※駿台広島校在籍生のみの合格実績です。講習受講生や模試受験生は含んでおりません。

東京大学
大阪大学
広島大学
早稲田大学

９名
３０名
５１名
２９名

京都大学 １８名
九州大学 ２４名
神戸大学 １０名
慶應義塾大学 ２２名

国公立大医学部医学科 ３８名
東大・理三 ３名、京都大・医・医 １名 大阪大・医・医 ２名
九州大・医・医 ２名 広島大・医 １７名含む
駿台広島校イベントページ
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