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基礎・標準

応用・発展

演習＋解説で、2021年度から新たに始まる「大学入学共通テスト」への対策をより強固なものにします。
〈実施科目〉（予定）英語・数学・現代文・古文・漢文・理科基礎・地歴公民各科目
※通常授業にも対策カリキュラムは組まれています。　※徹底サポートコースへは付加できません。

演習＋解説で、志望大学合格のための２次力の養成・強化を図ります。
〈実施科目〉（予定）東大・京大・一橋大：英語・数学・現代文 ／ 早慶上智大：英語
※スーパーコースのみ付加できます。　※「共通テスト対策強化」との併用はできません。

STEP2 強化したいプラスカリキュラムを付加します。STEP1
「目標大学」と
コースレベルを踏まえて
基本コースを決定します。

STEP3 併設コース「個別指導プラス」も選択できます。

共通テスト
対策強化

オーダーメイドの個別指導で苦手分野を補強します。
〈実施科目〉指定はありません。受講したい科目をご自身で

選択していただき、マンツーマン指導を行います。
※スーパー東大・京大・一橋大コース、徹底サポートコースは選択できません。
※50時間・100時間から選択できます。

個別指導
プラス

演習プラス

徹底
サポート

標準

スーパー

駿台仙台校では、新年度高卒クラスへの入学を検討されている方向けに、「入学説明会」や「体験授業」のイベントを実施しています。
下記以外にも個別相談を随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。

月 火 水 木 金 土 日

2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 [文系]13：00～ 2/9 [文系]13：00～

2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 [文系]13：00～ 2/16 [文系]13：00～

2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 [文系]13：00～ 2/23 [文系]13：00～

2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29 [文系]13：00～[文系]13：00～[文系]13：00～[文系]13：00～[文系]13：00～ 3/1 [文系]13：00～

3/2 [文系]13：00～ 3/3 [文系]13：00～

3/9 [文系]13：00～

3/16 [文系]13：00～

●体験授業
スーパー英語13：40～
スーパー数学ⅠＡⅡＢ15：40～

3/23 [文系]13：00～ 3/25 [文系]13：00～ 3/26 [文系]13：00～
●体験授業
スーパー英語13：40～
英語（標準）15：40～

3/27 [文系]13：00～ 3/28 [文系]13：00～ 3/29 [文系]13：00～

3/30 [文系]13：00～

3/10 [文系]13：00～

3/4 [文系]13：00～ 3/5 [文系]13：00～ 3/6 [文系]13：00～

3/13 [文系]13：00～

●体験授業
スーパー現代文13：40～
現代文（標準）15：40～

3/7 [文系]13：00～
[東北大]15：00～

●体験授業
英語共通テスト対策13：40～

3/21 [難関大]10：30～
[文系]13：00～
[東北大]15：00～

●体験授業
東北大数学11：30～
東北大英語13：40～
英語共通テスト対策15：40～

3/22 [文系]13：00～[東北大]15：00～

3/11 [文系]13：00～
[東北大]15：00～

●体験授業
スーパー数学ⅠＡⅡＢ13：40～
数学ⅠＡⅡＢ（標準）15：40～

3/17 [文系]13：00～
[東北大]15：00～

●体験授業
東北大英語13：40～

3/24 [文系]13：00～[東北大]15：00～
●体験授業
現代文（標準）15：40～

3/31 [文系]13：00～ 4/1 [文系]13：00～ 4/2 [文系]13：00～ 4/3 [文系]13：00～ 4/4 [文系]13：00～ 4/5 [文系]13：00～

3/12 [文系]13：00～

●体験授業
スーパー数学ⅠＡⅡＢ13：40～

3/18 [文系]13：00～

●体験授業
東北大数学13：40～
スーパー現代文15：40～

3/19 [難関大]10：30～
[文系]13：00～

●体験授業
数学ⅠＡⅡＢ（標準）13：40～

3/14 [文系]13：00～
[東北大]15：00～

3/20 [文系]13：00～
●体験授業
数学ⅠＡⅡＢ（標準）15：40～

3/15 [難関大]10：30～
[文系]13：00～

●体験授業
スーパー数学ⅠＡⅡＢ13：40～
数学ⅠＡⅡＢ（標準）15：40～

3/8 [文系]13：00～
[東北大]15：00～

●体験授業
スーパー英語13：40～
英語（標準）15：40～

申込不要・無料
入学説明会 ●[文系]：駿台の特長や仙台校高卒クラス文系コースについてご説明いたします。

●[難関大]：東大（文系）・京大（文系）・一橋大に特化した入学説明会です。
●[東北大]：東北大に特化した入学説明会です。
※[難関大][東北大]入学説明会では、該当コースの詳しいカリキュラム・指導方針などの説明、および最新の入試情報をご説明いたします。

要申込・無料
体験授業 駿台ならではの「きめ細かな」「中身の濃い」「質の高い」授業を体験できます。レベル別体験授業は、コース選択で迷っているか

たにもお薦めです。志望校合格に不可欠となる基本（＝本質）を重視した駿台の授業をぜひ体験してください。



東北大と言えば駿台仙台校！
多くの東北大合格者を輩出してきた伝統コースです。東北大コース

教材
難関大添削指導[Ｚ会添削]
論述力の徹底強化を目的と
して、「英語」「現代文」の添
削がカリキュラムに組み込
まれています。東北大で出
題される自由英作文対策な
ど、２次試験対策として活用
することができます。

添削

ＡＯⅢ期入試対策として、「志
願理由書」「活動報告書」の
添削指導を行っています。
講師による「書き方講座」で
は、原稿用紙の使い方から
東北大のアドミッションポリ
シーに合わせた作成まで段
階的に指導を行います。

ＡＯⅢ期入試対策として、面接
にふさわしい服装や所作など
のマナーを基本から学べる
「面接レクチャー」を行ってい
ます。また、どんな質問にも自
信を持って答えられるよう、
過去の合格者のレポートを元
に面接指導をしています。

過去の合格者のレポートを
元に練習を重ねます。また、
「志願理由書」「活動報告書」
など個々に提出する書類を
もとにした質問も用意し、自
信を持ってアピールできる
ようになるまで何度でも練
習を行います。

志願理由書 面接レクチャー 模擬面接

駿台仙台校なら
東北大ＡＯⅢ期
対策も万全！

「英語」「数学」「国語」はコースにより教材レベルが異なりま
す。いずれも基礎から始めていきますが、苦手な方は標準
コースを選択してください。徐々に難易度を上げていき、最
終的に合格レベルへと押し上げます。
※「英語」「数学」の東北大研究教材は両コース共通教材です。

スーパー東北大文系

東北大文系

選択可

選択可

個別指導プラス
併設コースプラスカリキュラム

※同時選択はできません

100時間
コース

英語・現代文

英語・現代文

添削

選択可

選択可

共通テスト
対策強化

選択可

－

演習プラス 50時間

選択可

選択可

英語：スーパー、数学：スーパー、国語：スーパー、
地歴公民：標準、理科基礎：標準
英語：標準、数学：標準、国語：標準、
地歴公民：標準、理科基礎：標準

教材レベル

駿台のノウハウと豊富な合格者データを駆使して
合格ライン突破に万全を期す志望校必勝コースです。

志望校合格に最適なスー
パーレベルの教材を中心に
配当しています。前期には
共通の教材で基礎から学
び、後期には志望大学別の
対策教材を用いて演習を積
んでいきます。

＜リスニング対策＞東大・一橋大など２次試験でリスニングが課される学生を
対象に、専用教材で定期的にテスト演習を行い実戦力を強化します。
＜論述対策（地理・日本史・世界史）＞２次試験での論述対策として、専用の原稿
用紙を使い添削指導を年間を通して行っています。さらに強化したいという方
は、「地歴論述対策講座」（有料）もご受講いただけます。
＜自由英作文対策＞添削課題に加え、英作文のテキスト問題や過去問など添削
指導を年間を通して行っています。さらに強化したいという方は、「自由英作文
対策講座」（有料）もご受講いただけます。

大学別コース

教材 コースの特色

スーパー東大文系

スーパー京大文系

スーパー一橋大

スーパー早慶上智大文系

－

－

－

選択可

個別指導プラス
併設コースプラスカリキュラム

※同時選択はできません

100時間
コース

英語・現代文

英語・数学・現代文

英語・数学・現代文・古文

英語・数学・現代文・古文・
日本史・世界史・地理

英語：スーパー、数学：スーパー、国語：スーパー、
地歴公民：標準、理科基礎：標準

英語：スーパー、数学：スーパー、国語：スーパー、
地歴公民：標準、理科基礎：標準

英語：スーパー、数学：スーパー、国語：スーパー、
地歴公民：標準、理科基礎：標準

英語：スーパー、数学：スーパー、国語：スーパー、
地歴公民：標準、理科基礎：標準

添削

選択可

選択可

選択可

選択可

共通テスト
対策強化

選択可

選択可

選択可

選択可

演習プラス 50時間

－

－

－

選択可

●志望校が決まって
いる方

●授業に加えて、添
削課題にも積極的
に取り組み、実戦
力を強化したい方

コース選択のポイント 教材レベル

確かな基礎力から応用・実戦力まで段階的に高めるカリキュラムで
志望校合格に必要な総合力を高めます。総合コース

教材
難関大添削指導[Ｚ会添削]
論述力の徹底強化を目的と
して、「英語」「現代文」の添
削がカリキュラムに組み込
まれています。
※スーパー国公立大文系総合コース
が対象です。

主に、「英語」「国語」はコースレベ
ルにより使用教材のレベルが異
なります。いずれも基礎から開始
し、徐々に難易度を上げていき、
最終的に合格レベルへと押し上
げます。後期には「英語」「数学」を
中心に志望大学別の対策教材を
用いて演習を積んでいきます。

添削
＜論述対策（地理・日本史・世界史）＞筑波大２次試験などの論
述対策として、専用の原稿用紙を使い添削指導を年間を通し
て行っています。さらに強化したいという方は、「地歴論述対
策講座」（有料）もご受講いただけます。
＜論文対策＞志望者には随時講師が添削指導を行います。
「人文社会総合論文」(有料)で「テスト演習+講義形式」で知識
を深めることもできます。

コースの特色

スーパー国公立大文系総合

国公立大文系総合

私立大文系総合

選択可

選択可

選択可

個別指導プラス
併設コース

100時間
コース

－

－

英語・現代文英語：スーパー、数学：標準、国語：スーパー、
地歴公民：標準、理科基礎：標準

英語：標準、数学：標準、国語：標準、
地歴公民：標準、理科基礎：標準

英語：標準、数学：標準、国語：標準、
地歴公民：標準、理科基礎：標準

添削

選択可

選択可

選択可

共通テスト対策強化 50時間

選択可

選択可

選択可

●新傾向の問題に
も確実に対応で
きる基礎学力～
応用・実戦力まで
の幅広い学力を
つけたい方

コース選択のポイント 教材レベル
プラスカリキュラム



初めて迎える「大学入学共通テスト」。不安も多いと思いますが、大丈夫！駿台は共通テス
トで求められる思考力・判断力・表現力を総合的に身につけることができる本質的な授
業と共通テストに対応したカリキュラム・テキストです。実力派講師による「共通テスト」
を見据えた授業で共通テスト対策に万全を期します。

駿台仙台校の主なサポート

共通テスト対策
本番に近い受験母集団で実施される模擬試験から得られる入試動向など駿台ならでは
の最新入試情報を提供します。授業を担当する講師が作成に携わる厳選された良問で
学習の指針を立てることができます。

模試

2020年度
新規設置コース

予約制の質問応対制度（無料）のＴ
Ａ（ティーチングアドバイザー）で
は、１回約２０分じっくり質問・相談
をすることができます。学習方法か
ら過去問の添削まで、あらゆる疑
問点に答えます。

TA（ティーチングアドバイザー）
自宅や寮に帰り、授業や模試の復習時の「今、すぐ
に質問して解決したい」にこたえるサポートアプリ
（オンライン質問システム）です。小さな疑問もそ
のままにせず、気になったその時に解決できます。
撮影・投稿・指導の簡単3Stepで疑問を解消。受け
た指導は何回でも再生できます。

ｍａｎａｂｏ

駿台ではクラス担任が週に１回
LHR（ロングホームルーム）を実施
しています。全国の校舎と情報を
共有し、仙台にいながら、全国の先
輩の体験談やライバルたちの様
子、成績開示データ分析の情報を
提供します。

LHR

専属のクラス担任・副担任が年間
を通して駿台生一人ひとりをサ
ポートします。長年蓄積された受験
ノウハウを生かし、タイムリーな入
試情報の提供に加えて、日々勉強
に集中できるように生活面のサ
ポートも行います。いつでも気軽に
相談することができます。

クラス担任・副担任

大学入試に精通したプロの講師が
基礎の徹底学習を通して、学問の本
質をお伝えします。授業だけでなく、
授業内容の質問や過去問の添削な
ど質問応対も行います。

講師

駿台は対話、個別面談をとても大切
にしています。個々の到達度や目標
によって、個別面談でじっくり話した
方がよいと考えるためです。大学入
試に精通した担任がデータ分析・説
明を交えて行います。

個別面談

ＡＩが個人ごとに弱点を分析してライブ授業を徹底的に補完するコース。
専属コーチが学習管理システムに従い徹底的にサポートします！徹底サポートコース

国公立大文系総合徹底サポート

私立大文系総合徹底サポート

コース

基礎＋ＡＩ教材

基礎＋ＡＩ教材

教材レベル

文系志望者は、自由英作文や地歴論述が課されたりと志望する大学によって必要な科目や対策が異なります。論述と言っても、
テーマや字数も大学によって大きく異なります。さらに、英語外部試験利用入試など、大学によって多種多様な入試方式が取り入
れられています。その対策は一人ひとりの志望に応じて行う必要があるため、駿台仙台校は個々へのサポートに力を入れていま
す。駿台仙台校のアットホームな雰囲気は、クラス担任・講師の先生に相談しやすいと好評ですので、どんな小さな疑問や悩みも相
談して一歩ずつ前に進み、合格を勝ち取りましょう！

自分だけの
トリプルサポート

ホワイトボード チャット

入試本番レベルまで
学力を引き上げる！

個々のつまずきをケア
基礎を完璧に！

やる気が続く！
迷わず進める！

コーチング
（クラス担任）

学習マネジメントシステム
最新教育理論 & 進路指導

ライブ授業
（講師）

デジタル教材使用

AI・ICT学習
（atama+など）

オーダーメイド学習

わかる！
楽しい！
続けられる！

「君の課題はこれだよ！この範囲を完璧にしよう！」
「アタマプラスで弱点を克服できたね！次のステップにいこう！」
「クラス順位が上がったよ！この調子で頑張ろう！」
「この成績なら一つ上の志望大学を目指せるね！」



フロアマップ

7階 学生ホール

8階 開放型自習室 教室

2階 講師室 TAルーム
医務室

地下 駐輪場

1階 進学情報
ルーム

相談
コーナー

受付窓口 教務窓口
教務室

コピー機

3階 個別
ブース型
自習室

個別指導
ルーム

オンデマンド
ルーム

4階 開放型自習室 教室

6階 教室 教室 教室

5階 教室 教室 教室

開放型自習室
ライバルと共に切磋琢磨できる自習
室です。模試やテストを想定した雰囲
気で学習するのに最適な環境です。

学生ホール
飲食可能なスペースです。友人と一
緒に学習に取り組める場所としても
利用が可能です。音読学習の専用ス
ペースも用意しています。

開放型自習室
４階には開放型自習室（小教室）が複
数あります。

個別ブース型自習室
自分の学習空間を作りたい方や、自
宅ではなかなか集中できない人はこ
ちらで取り組みましょう。予習や復習
にも効果的です。

オンデマンドルーム
映像授業を視聴する教室です。１階で
受付を済ませてから視聴します。

進学情報ルーム
大学受験に関する様々な情報をご用
意しています。最新の入試情報や過
去の入試問題などを閲覧し、自習ス
ペースで解くこともできます。

講師室
疑問点はここで講師に質問できま
す。分からないところはその日のうち
に解決しましょう。

ＴＡルーム

相談コーナー

ロッカー

駐輪場

授業教室
黒板は板書が見やすいように大き
めの作りになっています。駿台の
熱意溢れる授業を集中して受ける
ことができます。


