2021年度入試
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筑波大

2

生命環境

桜修館中等教育
木下 七海 さん
私は本格的に受験勉強を始めたのが夏休み
くらいだったので、本当に時間がありませ
んでした。分からないことだらけで、自分
一人ではここまで来られなかったと思いま
す。クラスリーダーの方と話したり、色々
なお話を聞いたりする事で前に進んでいけ
ました。短かったですが、濃密な時間で楽
しかったです。

お茶の水女大

東工大

一橋大

東京外大
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法

一橋大

14

商

一橋大

10

物質理工

新宿
晝間 悠斗 さん
駿台の授業は深い内容を学ぶことがで
き、予習と復習を通して高い学力をつけ
ることができました。自習室やフロン
ティアホールなども清潔で使いやすかっ
たです。駿台という良い環境で勉強する
ことができて良かったです。

言語文化

大妻
東野 仁音 さん
第一志望への憧れを持ち続けた事が、合
格に繋がったと思います。今年はコロナ
禍で大変でしたが、それを言い訳にして
は絶対だめだと言いきかせて受験勉強し
たのが良かったです。
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東工大

桐蔭学園
中川 倖那 さん
駿台の理科の授業は特に分かりやすく、か
つ面白いので物理が大好きになりました。
大嫌いだった化学も今は印象が変わりまし
た。メンタル面もクラスリーダーや講師の
方に支えていただきました。泣いてばかり
でしたが、合格したことで駿台の皆様に恩
返しができたかなと思います。
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理一

渋谷教育学園渋谷
北 美月 さん
高２の夏に留学から帰国した私は、国立
大理系を志望し、駿台に通い始めまし
た。学習の遅れを取り戻し志望校に合格
することができました。支えてくださっ
た駿台の方々や家族には感謝しかありま
せん。

工
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環境社会理工

東大

8

東工大

桜修館中等教育
武内 理哲 さん
私は中３から駿台にお世話になり、第一志
望の大学に合格することができました。駿
台の通常授業や季節講習で大学合格に必要
なことの多くを教えていただき、駿台には
とても感謝しています。今までありがとう
ございました。
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理一

駒場東邦
八並 諒太 さん
東大単願だったこともあり、合格発表を見
た時はとても安心しました。私は高２の最
後まで部活をやっていたこともあり、基礎
が不完全だったので、それを補おうと春に
毎日十数時間勉強したのが勝因でした。逆
転合格には当然勉強の絶対量は必要なので
頑張ってください。

工
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東工大

東大
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理

桐光学園
安藤 伊吹 さん
私が印象に残っている講座は直前期の東工
大プレ数学です。自分のつくった答案を講
師に添削してもらえたので、どの箇所で点
数が引かれるのか理解することが出来まし
た。最後まで１点にこだわって勉強するこ
とが大切だと思います。

生活科学

渡辺 あづき さん 東京学芸大学附属
駿台ならではの知識やシステムがとても受
験対策のためになりました。特に、実際に
志望大学に通う学生に勉強方法や学校の様
子を聞いたり、受験の悩みを話すことがで
きるクラスリーダー制度にはメンタル面で
助けられました。感謝の気持ちでいっぱい
です。
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東工大

3

東工大

情報理工

攻玉社
佐藤 陽基 さん
駿台では物理と化学を受講していました
が、いずれの科目でも、エキスパートの
講師に指導していただくことによって、
以前の成績からは想像できない程成績が
伸びました。お世話になった全ての方々
に感謝いたします。
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社会

横浜国大

経営

リチャ－ズ 渡海雄 さん
青稜
僕は駿台に入ったばかりの頃、「できたら
国立大に行きたいな」くらいに考えていま
したが、高い志を持つ駿台生や熱心に教え
て下さった講師の方に刺激を受け、より高
い目標を持つことができました。支えて下
さった皆様への感謝の気持ちで一杯です。
ありがとうございました。

田園調布雙葉
外川 愛恵 さん
受験で最も大変だったのはメンタルを安定
させることです。何度も志望校の変更を考
えましたが、それらを切り抜けて勝ち得た
合格には何にも代えがたいものがありま
す。受験は貴重な人生経験、青春です。
せっかくの自分を成長させる機会を存分に
活用して最後まで諦めずに納得する結果を
つかみ取ってください。

東京学芸大学附属
大上 龍人 さん
駿台に通って良かったのは高いレベルの授
業で学問の世界が広がったことです。時に
は教育課程を超えてまでも、深い理解を追
及する講師の方は大学の学問への橋渡し役
のように感じます。クラスリーダーの先輩
達は特に直前期には大きな心の支えになり
ました。

桜修館中等教育
渡辺 志音 さん
高３春の段階では志望校にかなり遠い成
績でしたが、ずっと目標としていた大学
に入学したいという一心でがむしゃらに
勉強し続けました。結果、憧れであった
大学に入学することが出来てとてもうれ
しいです。

小山台
前野 日向 さん
高３になってから英語と数学を受講しま
した。テキストや授業が充実していて、
着実に力がついていきました。落ち着い
た雰囲気のある自由が丘校に入って良
かったと思います。ありがとうございま
した。
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横浜国大

理工

三田国際学園
大井 亮 さん
私は自宅ではあまり勉強に集中することが
出来なかったのでコロナでカフェや図書館
が使えなくなった際は非常に困りました。
しかし、駿台では夜遅くまで自習室を開け
て下さり、進路相談も充実していたので最
大限の力を出せました。

慶大

文

洗足学園
古澤 りさ さん
駿台では、クラスリーダーの方や進路アド
バイザーの方に支えられて受験を乗り越え
ることができました。駿台は通常授業も講
習もとても分かりやすく、自分の力を伸ば
すことができました。駿台に入って本当に
良かったです！

慶大

法

田園調布雙葉
中人 愛理 さん
駿台に１番感謝していることは手厚くサ
ポートしてくださったことです。推薦入試
の面接対策では、様々な不安を抱えていた
私に丁寧なご指導をして頂き、本番では上
手く答えることが出来ました。クラスリー
ダーの方にもいつも気にかけて頂き、励ま
してくださったおかげで最後まで頑張るこ
とが出来ました。

慶大

経済

東京都市大学付属
佐藤 佑樹 さん
慶應義塾大学経済学部は模試でＥ判定以
外取ったことがありませんでしたが、合
格することができました。良い判定で落
ちた人もいれば、Ｅ判定から合格する人
もいます。受験は志望校の傾向を調べ、
対策をしっかりすることが最も重要だと
実感しました。

慶大

商

東京学芸大学附属
中村 理緒 さん
良い環境で仲間とともに切磋琢磨できた
こと、本当に感謝しています。進路を変
更した際、何度も進路アドバイザーの方
やクラスリーダーの方々に相談に乗って
いただき、心の支えとなりました。あり
がとうございました！皆さん、応援して
います！！

慶大

理工

慶大

理工

慶大

医

上智大

文

上智大

鎌倉女学院
平田 明日香 さん
私は高２から２年間駿台に通いました。駿
台のテキストは難易度が高く良問が多いの
で、予習や復習をすることで知識が定着し
ました。また、クラスリーダーや講師との
距離も近いので相談しやすかったです。あ
りがとうございました。

田園調布雙葉
古都 瀬菜 さん
駿台で学んだことは、大学受験への勉強だ
けでなく、高校での試験勉強にも役立ちま
した。また、進路アドバイザーの方に進学
先の相談をしたり、志望理由書の添削をし
て頂いたりと本当にお世話になりました。
そのおかげで第一志望の大学に合格するこ
とができました。

女子学院
長谷川 香乃 さん
高３の１年間、駿台の講師の方々の分かり
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。本当にありがとうござい
ました。

成城学園
塩野入 里咲 さん
私は推薦入試も受験したため、一般受験
の対策が周りの受験生より遅れ、正直と
ても不安でした。でも、最後まで諦めず
に勉強し続けたことで、合格することが
でき、本当に良かったです！これから受
験する皆さんも焦らず、最後まで走り抜
いて欲しいです。
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昭和大

歯

頌栄女子学院
米田 真優美 さん
駿台は生徒１人１人の面倒見がとても良
く、進路アドバイザーやクラスリーダーの
方に大変お世話になりました。志望大学に
特待生で合格することができ、感謝してい
ます。２年間、ありがとうございました。

東邦大

医

早大

日本女子大学附属
柿木 華子 さん
私は高２の２月まで部活動に打ち込んでい
たため、数Ⅲや化学と生物に手をつけ始め
たのは高３になってからでした。模試で上
手くいかず、合格できないんじゃないかと
ずっと不安でしたが、最後まで諦めず「絶
対受かるんだ！」と気持ちを強く持ったこ
とで、無事志望校に合格することができま
した。

法

桜修館中等教育
丸田 雄平 さん
高１から駿台にお世話になり、第一志望に
合格することができました。レベルの高い
授業についていくだけで、自然と力がつい
ていたことを実感しました。小さい頃から
早稲田大学に行きたかったのでとても嬉し
いです。３年間、本当にありがとうござい
ました！

早大

経済

東京都市大学付属
鈴木 優大 さん
駿台での授業を通して、予習・復習の習
慣が身に付き、高３の受験勉強に良い形
で繋げることが出来ました。授業後に質
問や添削を引き受けて下さった講師の
方々、経験を基に様々なアドバイスをし
て下さったクラスリーダーの方々、１年
間ありがとうございました。

国際教養

朋優学院
田邊 勢至花 さん
高３の９月からスーパー古典を受講し、
約３ヶ月のみでしたが、分かりやすく丁
寧な授業で成績が伸び今回の合格にも繋
がったと思います。クラスリーダーの方
などの手厚いサポートや良い勉強環境も
整えられており、短い間でしたが駿台に
入って良かったです。

2021年度入試合格実績

※2021年４月1５日時点

表記の合格者数は2021年度入試における駿台現役フロンティア自由が丘校［高３クラス］通常授業在籍生の実績です。講習受講生や公
開模擬試験の受験生は含んでおりません。なお、一人で複数の大学・学部・学科に合格している場合も、それぞれの合格者数に含みます。

東京大
京大
慶應義塾大
東京理科大

０７名
０２名
７７名
９２名

１７名
北大
０４名
早稲田大
６９名
医学部医学科 ０７名
東京工業大

一橋大
東北大
上智大
etc.

０７名
０１名
３８名

今年も駿台自由が丘校生が難関大学に
現役合格しています！

