吉祥寺校

高校生クラス（現役フロンティア）

現役合格おめでとう！

2021 年 3 月 31 日時点 判明分

2021 年度入試 現役フロンティア吉祥寺校 合格実績！

１０名 一橋大１０名 東京工業大６名
旧帝大（東大除く）10 名 、他多数国公立大現役合格！
東京大

５３名 慶應義塾大４２名 上智大３７名
東京理科大５４名 、他多数私立大現役合格！

早稲田大

医学部医学科

1６名、他多数現役合格！

上記の合格者数は 2021 年度入試における駿台現役フロンティア吉祥寺校「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で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。
2021 年度入試で、現役合格を勝ち取った駿台現役フロンティア吉祥寺校（高３在籍生）より多数寄せられている
メッセージから、一部をご紹介します。
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北海道大 総合入試理系
稲葉 啓太

さん

（桐朋）

新型コロナウイルス等の影響がありましたが、駿台
の自習室は開いており毎日利用しておりました。ま
た、クラスリーダーや進路アドバイザーの方々は、自
分にとっての支えだったと感謝しています。

北海道大 総合入試理系
青木 健太

（西（東京））

北海道大 総合入試理系
本田 淳之佑

さん

（新宿）

スーパー英語総合（戸澤先生）では過去問の文章を
構造から語句の意味までしっかりと解説していただ
き、とても役立ちました。また、スーパー古典（寺師
先生）の漢文は共通テスト対策から国公立大対策ま
で幅広く扱っていただきました。それぞれの読解の
ポイントまで教えていただき、とても役立ちました。

さん

（攻玉社）

数学と英語を受講しました。先生方は丁寧に解説し
てくださり、とても力になりました。苦手な科目を
後回しにし、基礎を疎かにしていた私は案の定、共
通テストでつまづきましたが、最後まであきらめず
食らいついたからこそ、合格を勝ち取れたと思って
います。
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筑波大 医学群 医学類
嶋田 成

さん （三鷹中等教育）

私は高２から駿台に通っていました。スーパー数学
ⅡBの講座では、「本質」を丁寧に教えてくださり、
数学力をつけてくださりました。また、進路アドバイ
ザーによる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。

（日比谷）
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埼玉大 教育学部
山内 丞

さん

私は共通テストで解答欄をずらすという致命的なミ
スをしました。でも、そこで出願校を変えなかった
からこそ、この合格があります。後輩に伝えたいこ
とは1つだけです。何があってもあきらめず全力を
出し切ってください！
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筑波大 医学群 医学類

（桐朋）
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千葉大学 法政経学部 法政経学科
小島 諒大

さん

高３の12月頃に志望校を変えました。その時は正
直まだ間に合うかとても不安でした。しかし、駿台
の冬期講習や直前講習で追い込みをかけて無事合
格ができました。やはり最後に必要なのは粘り強さ
だと思います。そして、それを全力でサポートしてく
れた駿台に感謝しています。
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北海道大 法学部 法学科

橘 優輝

さん

自分の勉強に、いかに効果的に駿台の授業を組み
込むか、工夫が大切だと思います。クラスリーダー
や進路アドバイザーに気軽に相談できるので活用す
るとうまくいくと思います。

4

小岩井 周作

3

さん

（調布南）

私は駿台で化学の授業のみをとっていたのですが、
化学の黒澤先生は、問題を解くときのテクニックな
どを効率的に丁寧に教えてくださり、成績を大幅に
アップさせることができました。大変感謝していま
す。

電気通信大 情報理工学部 Ⅲ類
松隈 春斗

さん

（芝）

もう無理だと何度も思いましたが、過去問演習を重
ねるうちに受かる可能性があることに気づき、試験
本番は自分を信じて臨み、無事合格できました。最
後まであきらめず、自分を信じることが大事だと気
づきました。
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東京大 文科一類
森田 耕太郎

さん （東京学芸大学附属）

自分は特に社会２科目のスタートが遅くなって、模
試などでもなかなか良い成績を取ることができな
かった。そんな自分が合格できたのは駿台の講師の
方々が問題に取り組む上での指針を明確に示して
くださったからだと思う。

東京大 文科二類
三浦 玲

さん

さん

（駒場東邦）

週２回受講していた授業のおかげで、良い勉強のリ
ズムをつくることができました。本番にむけて全教
科万遍なく勉強するのが一番です。苦手科目に向き
合うのは大変ですが、それらへの取り組みを徹底し
たことが合格への最短経路だったりします。

さん

（西（東京））

駿台には高１の時から通っていたが、授業の質が高
いのはもちろんのこと、模試やテキストも充実して
いて自分に合った勉強ができた。自習室もキレイで
静かであり、学校帰りなどに利用して、集中して勉
強に取り組むことができた。

スーパーα数学ⅠＡⅡBとスーパー世界史を受講し
ていましたが、基礎や本質を突いた授業で、私立国
立問わず対応できる力を養うことができました。受
験直前期にはクラスリーダーの方に相談にのってい
ただき、緊張や不安でいっぱいでしたが、落ち着い
て２次試験対策に集中できました。

東京大 理科一類
岡田 樹

さん

さん （武蔵（都立））

さん

（日比谷）

駿台吉祥寺校では化学を受講していました。分かり
やすい授業はもちろん、クラスリーダーの方に悩み
を相談し、落ち着いて入試の勉強に取り組むことが
できました。また、自習室を利用して周りに刺激を
受けながら最後までがんばれました。ありがとうご
ざいました。

高２の秋から駿台に通い、それまで定期考査と小テ
ストむけの勉強しかしていなかったが、学校外での
勉強習慣がついた。試験２日目の理科で心が折れか
けて英語のやる気が下がったが、最後まであきらめ
ずに１点でも多く取ろうと足掻いたら幸運にも合格
できた。

東京農工大 工学部 生命工学科

駿台のテキストはどの教科も非常に良問ぞろいで、
予習して講義を受け復習することで力がついたと
思います。クラスリーダーは年齢も近く、実際に受
験を経験しているため、勉強法や進路について相談
することができ、助けられました。

さん

（桐朋）

高２の秋から約1年半、本当にお世話になりました。
駿台の授業はどの授業も質が高く、それを通じて実
力を伸ばすことができました。また、クラスリー
ダー、進路アドバイザーの方々のアドバイスも的確
で、本当に役立ちました。本当にありがとうござい
ました。
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私は駿台に入って本当に良かったと思っています。
夏期講習は非常にわかりやすく基礎固めができ、冬
期・直前講習で共通テスト対策や２次試験対策、受
験に使えるポイントなど丁寧に教えてくれました。
進路実現のために必要な全ては駿台に詰まってい
ると思います！！

東京工業大 理学院

さん （武蔵（都立））

高２から駿台に通っていました。今年は新型コロナ
ウイルスや初の共通テストで不安も多くありました
が、見事合格を勝ち取ることができてとてもうれし
かったです。進路アドバイザーやクラスリーダー、お
世話になった先生方のおかげです。

僕は主に自習室を積極的に利用しました。特に今年
はコロナ禍ということもあり、とても便利でした。ま
た、夏期、冬期直前などの長期休暇の講習は気分転
換にもなり、積極的に利用するとよいと思います。
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東京都立大 理学部 生命学科
濱田 幾

さん （国際基督教大学）

通常授業では英語と数学を、講習ではそれに加えて
ほかの受験科目の講座も取った。授業は分かりやす
く、予習復習と先生への質問だけでもかなり力がつ
いたと思う。自習室は雰囲気が良く、頻繁に使った。
進路の相談にも乗ってもらえ、最後には無事合格で
きた。
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一橋大 経済学部
小泉 心之介

さん （国際基督教大学）

受験直前期には毎日自習室に通い、７時間ほど使用
していました。校舎設置の過去問や予想問題集をた
くさん活用し、応用力を身につけました。試験本番
はこれまで頑張って来た自分を信じて、挑んでみて
欲しいです。

さん （武蔵（都立））

本番ではバランスよく点を取ることが重要なため、
冬期や直前の時期には各科目の講習を満遍なく受
けました。どの科目にも自信が付き、それが合格に
つながったのだと思います。
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一橋大 商学部

さん （國學院大學久我山）

高２の夏から駿台に通っていました。高２では数学、
高３では英語・数学を受講しました。予復習をしっか
りしたことで力をつけることができたと思います。
不安になることもありましたが、クラスリーダーと
進路アドバイザーを頼ることで乗り切れました。

高１から憧れていた大学に合格できて本当に嬉しい
です。ただの暗記ではなく確かな英語力が身につく
よう熱心にとてもわかりやすい授業をしてくださっ
た藤戸先生のおかげで英語の成績を伸ばせたから
つかめた合格だと思います。心から感謝していま
す。
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一橋大 社会学部
畑山 ひなた

さん （武蔵（都立））

内藤 秀一郎

29

一橋大 商学部

（小金井北）
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一橋大 商学部
後藤 一矢

さん

高１から、学校の数学の授業についていけなくなっ
たことをきっかけに入学しました。駿台の授業の予
習、復習を通じて早いうちから勉強の習慣を身につ
けられたこと、テキスト、講師の質が素晴らしかった
ことが大きく合格に近づく要因になったと思いま
す。
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一橋大 経済学部

さん （武蔵（都立））

藤田 将矢
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東京工業大 生命理工学院

さん （多摩科学技術）

岡島 雅樹
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東京工業大 物質理工学院
亀田 悠輝

（西（東京））
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東京医科歯科大 医学部 医学科
臼井 実莉

（桐朋）

直前期に受講した演習プラス講座は、直前の確認と
してだけでなく、学校が無い共通テスト後のリズム
メーカーとしてとても役立ちました。また、東大生
のクラスリーダーの方が積極的に話しかけて下さ
り、メンタル面が安定しました。
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東京工業大 物質理工学院

丸野 優奈

さん （三鷹中等教育）

若林 拓海

19

尼崎 現介

さん

17

東京大 理科二類

瀬谷 巧

竹本 陽

15

東京大 文科三類

16

中村 駿太

東京大 文科三類

14

東京大 文科三類

兼杉 拓実

（国立）

私が受講していたスーパーα英語総合の藤戸先生
は、発展的な内容を取り扱うだけではなく、添削も
快く引き受けてくださるので、実戦的な英語力を養
うことができました。そのおかげで、本番でも自信
を持って問題に取り組むことができました。
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須賀 耀

12

さん

（早稲田）

駿台の講師の先生の中でも、特に世界史の渡辺先
生にはとてもお世話になりました。世界史は一般的
に詰め込み教科だと思われがちですが、先生の授業
では出来事を論理的に整理して下さるため暗記の
苦労が少なく、様々な問題形式に対応できる世界史
力を身につけることができました。

一橋大 社会学部
三宅 太紳

さん

（国立）

高２の夏休みから数学科の牛久保先生に、高３から
は手島先生に指導いただき、たいへんお世話になり
ました。それまでは数学の成績が伸び悩みました
が、先生方のわかりやすい授業と良問が多くそろっ
たテキストのおかげで、楽しんで問題を解くことが
できるようになりました。
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横浜国立大 都市科学部
環境リスク共生学科
さん （鴎友学園女子）

佐野 明莉

駿台には高2から通っていましたが、本格的に受験
勉強を始めた高3では様々な面でフォローやサポー
トをしていただきました。特に、自分の学力や時期
に合う勉強法を教えて下さったクラスリーダーの方
や、併願校等の相談にのって下さった進路アドバイ
ザーの方に感謝申し上げます。

信州大 医学部 医学科
石井 健登

さん

（西（東京））

京で武士になる夢を持ったいっすんだいの一寸法
師は多大な努力の末に鬼を退治し原寸大になりま
した。僕もいつすんだいに通おうか悩んでいました
が駿台吉祥寺の方は本当に気軽に相談に乗ってく
れ、駿台で合格できました。駿台に行かないで、ど
うすんだい。

さん （武蔵（都立））

山口 享

さん

（吉祥女子）

高２の夏頃から駿台に通い始めました。最後まで自
信があまり出ず、不安になることもありましたが、
進路アドバイザーの飛田さんや高橋さん、クラス
リーダーの方に相談に乗ってもらったおかげで後悔
せずやりきることができました。ありがとうござい
ました。

駿台吉祥寺校の自習室は、アットホームな雰囲気
で、同じ学校の人もいて居心地が良かったです。ま
た、特に現代文は先生方のおかげでかなり伸びまし
た。

さん

さん

（調布北）

周りのレベルがとても高く、自習室が快適で勉強に
集中できました。駿台現役フロンティア吉祥寺校に
通ってよかったです。

東京理科大 経営 ビジネスエコ
本多 美咲

駿台の数学の授業は、とても質が高く、予復習する
ことで確実に伸びます。また自習室環境が良く、お
世話になりました。模試の結果は過去の自分だと割
り切り、自分の目指す大学へ臨むことが大切だと思
います。がんばってください！！

法政大 経済学部
現代ビジネス学科

さん

（淑徳）

鈴木 裕大

さん

（東京立正）

駿台に通ってよかった点は「自習室の環境」です。周
りの生徒のレベルが高かったので、その勢いに感化
されて勉強に集中することができました。また、英
語の高橋アキラ先生の授業は理屈はもちろん、テク
ニックも教えてくださり、学力を向上する事が出来
ました。

さん （国際基督教大学）

私は高３から駿台に通い、化学の理解が深まったこ
とを実感しています。特に黒澤先生の「スーパー化
学」は、毎週充実した内容で、私はそのおかげで入
試で力を発揮することができたと思っています。

46

明治大 理工学部 機械情報工学科
増島 七海

さん （錦城（東京））

私は、駿台吉祥寺校のフロンティアホールで自習勉
強していました。少し雑音がある方が勉強しやすく、
本番の鉛筆の音も気にならなくなると思ったから
です。皆さんも勉強しやすい環境を見つけてみてく
ださい。

さん

（武蔵野北）

駿台では、自分では気付けないような視点からの勉
強の取り組み方を学べた。例えば世界史では現代と
の比較で歴史を考えることは一人ではできなかっ
た。入試本番では本当に自分に染み付いたもの以
外は残らない。ぜひ本当の学びをしてほしい。
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早稲田大 政治経済学部 経済学科
山田 洸

さん

（早稲田）

高２から駿台に通い、また自習室を利用して勉強す
るようにしていました。周りの勉強している人たち
の影響もあり、自身も今まで以上に頑張らなければ
ならないという思いに駆られ、より勉強に集中する
ことができました。

（駒場東邦）
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早稲田大 基幹理工学部 学系Ⅱ
森﨑 友哉

さん

高３になり、予復習をしっかり行う習慣が身につく
と授業の内容を十分自分のものにできるようにな
り成績が向上しました。数学の授業では様々な解法
を提示いただき、解き方の幅が増えました。また進
路アドバイザーから最新の入試情報を教えてもらえ
るのでとても役立ちました。
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早稲田大 先進理工学部 応用化学科

（吉祥女子）
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早稲田大学 文化構想学部
渡辺 貴大

さん

私は、駿台に高２の春から通い始めました。どの先
生の授業も、理解しやすくわかりやすかったです。
特にスーパー数学Ⅲ（原先生）の授業は疑問点の解
決につながるところが多く、面白かったです。また、
自習室など授業以外の点も充実していたので、通い
続けてよかったと思います。
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明治薬科大 薬学部 薬学科

（日野台）

45

明治大 理工学部
応用化学学科
齋藤 紘一

さん

駿台はいち早くオンラインでの勉強の対策を取って
くださり、勉強への遅れを減らすことができまし
た。その結果、この怒涛の１年間を乗り切ることがで
きました。受験生へ、頑張り続ければ努力は必ず報
われます。がんばれ！！
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明治大 商学部 商学科

(晃華学園)

42

駿台には高２の冬からお世話になりました。コロナ
禍で受験に対する不安が大きい中、進路アドバイ
ザーの方々が親身に相談に乗って下さり、自信をつ
けることができました。本当にありがとうございま
した！
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さん

駿台の授業はとても内容が濃く、「予習→授業→復
習」のサイクルを崩さずに行うことで、大きな効果
が期待できます。私は、先生方の解き方のプロセス
を授業で得て、復習に役立てていました。自分に合
う勉強方法を見つけ、最後までがんばってくださ
い！！

東京理科大 薬学部 薬学科
須賀田 雅

さん （西武学園文理）

鶴我 史弥
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東京理科大 理工学部 機械工学科

津田 将伸

（攻玉社）

駿台の授業で苦手だった英語と日本史の力をつけ
合格することができました。また、クラスリーダーに
相談できたことが受験の際にとても心強かったで
す。本当にありがとうございました。
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竹萬 駿介

慶應義塾大 文学部

39

上智大 法学部 法律学科
浅井 啓

さん （豊島岡女子学園）

模試や共通テストでうまくいかなかったときも、校
舎のスタッフの方々に声をかけていただき、背中を
押して頂いたりしたおかげで、無事に第一志望校に
合格することができました。吉祥寺校の皆さんには
感謝でいっぱいです！２年間ありがとうございまし
た！

38

慶應義塾大 経済学部

戸塚 悠太

中原 優香

36

大阪大学 経済学部
経済経営学科

37

南山 泰我

名古屋大 医学部 医学科

35

京都大 工学部 地球工学科

石川 真理

さん （國學院大學久我山）

私は講師の方々のわかりやすい授業のおかげで難
しい初見の問題にも対応できる解法を身につける
ことができました。また、スタッフの方々に気軽に相
談でき、最後まで目標を見失わずに集中できたの
で、合格を勝ち取ることができました。

34

高石 柚哉

33

さん

（攻玉社）

駿台の講師の説明や板書は分かりやすく、復習もし
やすかったため、自分の学力の向上を実感すること
ができました。また、クラスリーダーの方々は質問
に気軽に対応してくださったため、自分の悩みをす
ぐに解消することができました。

早稲田大 基幹理工学部 学系Ⅱ
黄 松毅

さん （國學院大學久我山）

私は駿台に入るまで偏差値30代だったが、無事に
早稲田に現役合格できたのは駿台の講師陣、進路ア
ドバイザー、そして仲間たちのおかげである。駿台
の授業を受講し、復習する事で着実に成績を伸ばす
ことができた。また進路アドバイザーと話すことで
不安を取り除くことができた。

2021 年度 新規入学生受付中！
『高校生クラス（現役フロンティア）』については、こちらの冊子をご覧ください。

[入学案内]

[入学要項]

[講座ガイド]

駿台の特長やサポートシステムなど

入学方法や授業曜日・時間など

各講座内容・カリキュラムなど

※新型コロナウイルス感染防止のため教室定員を制限して授業運営いたします。例年より席に限りがございます
ので、お早めにお申し込みください。

2021 年度

入学特典

特 自習室の利用
○
吉祥寺校の自習室（個別ブース型、開放教室型）を利用でき
ます。緊張感のある自習室での勉強はとても集中できます。

特 過去問や入試情報誌の閲覧可能
○
吉祥寺校には、各大学の最新入試情報や各大学の過去問が
豊富に設置されています。駿台は情報面でも皆さんをバック
アップします。

特 進路アドバイザーとの相談
○
進路指導のプロが、「大学のこと」や「学習計画」など、
一人ひとり丁寧にアドバイスします。（事前申込制）

特
○

の利用

利用された方からの満足度 97％！駿台生の
オンライン質問システムです。
もしわからない問題があれば、スマホを利用
していつでもどこでも質問できます。

校内生と保護者の方をバックアップ・

PLATON の利用

サポートする様々な特典を用意して

特
○

います。

タブレット・パソコン・スマートフォンで大学受験レ
ベルの「実戦演習 CBT」から、弱点克服に有効な
「単元別映像授業」と「基礎確認 CBT」「英語４技
能対策」まで、幅広いコンテンツを利用できます。

入学に関するご相談など、お気軽に
お問合せください。

現役フロンティア

吉祥寺校

▲manabo
について

▲PLATON
について

を利用できます。

0120-47-2418

に有効な「単元別映像授業」と「基礎確認
CBT」「英語４技能対策」まで、幅広いコン
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-10-1 受付時間/14：00～19：00(日･祝についてはお問い合わせください)
テンツ
フリーダイヤルは、非通知ではお受けできません。非通知設定の場合は、フリーダイヤル番号の前に「186」をつけておかけください。

