
駿台だから提供できる医学部入試情報！
全国に校舎を展開する駿台だからこそ集めることができる医学部入試情報を、わかり
やすくみなさんにお伝えします！
各医学部の傾向と対策、動向、合格のポイントに至るまでをレクチャーします。
情報戦を制して医学部合格を勝ち取りましょう！

0120-51-2418
https://www2.sundai.ac.jp/yobi/sv/index.html

コ   　イ ニ ュ ー シ ト ッ パ

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-5-11 H P
●フリーダイヤルは非通知設定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。

共通テスト対策万全！
初めて迎える「大学入学共通テスト」。
不安もあるかと思いますが、大丈夫！ 駿台では共通テスト対応万全のカリキュラム・
テキストに加え、実力派講師陣による「共通テスト」対策授業をご用意しています。
授業での疑問点は、講師への質問やTA（ティーチングアドバイザー）、スポット指導オンライ
ンシステム・manaboですぐに解消することができます。すべて駿台にお任せください！

志望大学に合わせた
医学部面接・小論文指導！
「模擬面接を受験生が納得いくまで何回も実施」は当たり前。
駿台は、豊富な合格者データをもとに、志望校に合わせた面接指導を実施します。
どんな面接試験も、駿台生なら怖くない！ 詳しくは中面をご覧ください。
小論文対策として「医系論文」の授業も用意しています。

医系添削で記述・論述力強化！
駿台仙台校の医系コースには「医系添削指導」が必須で課されています（※徹底サポートコースを除く）。年間を通して
英語・数学・物理・化学・生物の各科目の添削指導を定期的に行うことで、答案作成力を養うことが可能です。
また、コースオプションの「演習プラス」では、演習を通して早期から苦手科目の克服・および記述・論述力強化
を目指します。

医系コース医系コース
駿台仙台校 高卒クラス駿台仙台校 高卒クラス

東北で医学部を目指すなら駿台仙台校！
駿台には、医学部合格に必要なものがすべてそろっています！

医学部は高得点必須!

駿台×Z会による



通常コースに加え、完全1対1の個別指導など右記の特典が付いたコースです。
専用自習室の席数に限りがありますので、定員満了になり次第締め切りとさせていただきます。
詳しくは駿台仙台校にお問い合わせください。

スーパー
東北大医系EX

「特別指導コース」とは

スーパー東北大医系
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国公立大医系総合EX

スーパー
国公立大医系総合

選択可 － － － － S+EX 必須
配当
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北海道大学・筑波大学・千葉大学・
東京医科歯科大学・横浜市立大学など
難関国公立大学医学部

北海道大学・筑波大学・新潟大学・
弘前大学・秋田大学・山形大学・
福島県立医科大学など

選択可 選択可 ◯ ◯ － S 必須
配当

国公立大医系総合 新潟大学・弘前大学・秋田大学・
山形大学・福島県立医科大学など選択可 － ◯ ◯ － A 必須

配当
基礎から
しっかり
学びたい

スーパー
私立大医系総合

慶應義塾大学・東京慈恵会医科大学・
日本医科大学・順天堂大学など
難関私立大学医学部

選択可 ◯ ◯ ◯ S 必須
配当

基礎力・
応用力とも
強化したい

私立大医系総合
岩手医科大学・東北医科薬科大学・
獨協医科大学など
私立大学医学部

選択可 ◯ ◯ ◯ A 必須
配当
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基礎力・
応用力とも
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私立大学医学部
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プラスカリキュラム 特別指導
コース 教材

レベル
※

こんな
方に 目標大学コース名種

別
医系
添削

「共通テスト対策強化」と
「演習プラス」の両方を
付加することはできません。

共通テスト
対策強化

演習
プラス

100
時間

150
時間

180
時間

特　典

プライベートティーチャーによるマンツーマン
個別指導

1

クラス担任と特別指導コースリーダーによる
ダブルサポート

2

特別指導コース生専用自習室完備（全医学部の赤本完備）3

タイムカード打刻による生活リズム管理4

保護者への学習・生活状況報告5

選択可
（岩手医科大・
東北医科
薬科大）

※教材レベル
 S ＝ 標準～応用
 A = 基礎～標準
EX = 数学・理科
  2次力強化演習

駿台仙台校医系コース一覧駿台仙台校医系コース一覧

※「共通テスト対策強化」とは
土曜日を中心に英語・数学・国語の「テスト演習+解説授業」、理
科・地歴公民の「実戦テスト」をプラスし、共通テスト対策を万全
にします。
【前期】英語・数学・現代文・古文・漢文
【後期】英語・数学・現代文・古文・漢文・理科・地歴公民

※「演習プラス」とは
土曜日を中心に各大学の個別学力試験の傾向をふま
えたテスト演習＋解説を行い、早期から記述・論述力の
養成を目指します。
[前期]英語・数学・現代文・物理・化学　
[後期]英語・数学



駿台では「模擬面接」を受験生の納得いくまで何度でも実施しますが、これは、予備校として当たり前。駿台仙台校で
はさらに、豊富な合格者データをもとに面接形式や質問内容など、志望校の出題傾向に合わせた対策を行います。
また、模擬面接終了後は「講評」の時間を設けています。模擬面接時の問題点や反省点を指摘し、改善点の提案を
行うほか、受験生からの疑問・質問を解消し、駿台生が不安なく試験会場に行けるようサポートします。
「面接が不安」「現役時は面接で点がもらえなくて…」という方も、安心して駿台仙台校にお任せください！

東北大などで例年実施されている「ＭＭⅠ
（Multiple Mini Interview）」にも完全対応。個
人では対策が難しいと言われるＭＭＩですが、駿
台では面接試験時のポイントのレクチャーはもち
ろん、実際に志望者を集めて本番さながらの練習
を行います。小作文対策も行います。

駿台ではクラス担任が週に１回、入試情報等をお伝え
する「ロングホームルーム（ＬＨＲ）」を実施しています。
医学部志望者には、医学部情報に精通したクラス担
任から、最新の医系入試情報の提供をするほか、面
接突破のためのポイントなどをレクチャーします。

●2019年度医学部入試結果分析
●2020年度医学部入試変更点・入試動向
●医学部出願校選定について

●面接レクチャー（基本編）
●面接レクチャー（服装編）
●私大医学部レクチャー
●医学部推薦入試レクチャー

駿台のクラス担任は対
話、個別面談を大切にし
ています。
受験生一人ひとりの目
標や到達度、また、志望
校の傾向や必要な対策
については、全体に対し
てではなく個別面談で
じっくり話をしています。
年間を通して行われる個別面談は、駿台だからこそ集めることの
できた医学部入試のデータ分析・説明を交えて行います。
必要に応じて、志望理由書の添削指導も行っています。

模擬面接 （個人面接対策）

模擬面接 （MMI対策）

その他、すべての医学部入試（総合型選抜（旧ＡＯ）・学校推薦型選抜（旧推薦）含む）に合わせた面接試験対策を検討・提案・実施していきます。

医系論文

ロングホームルーム （LHR） 個別面談

小論文試験が課される医学部の受験を検討している方に向けて
「医系論文」の授業をご用意しています。論文科の講師が、「医系
論文」テスト（隔週実施）の解説のみならず、医師としての心構え
や倫理観、面接試験を受ける上でのポイントまでお伝えします。
※スーパー私立大医系総合コース・私立大医系総合コースは必須配当（無料）、
　その他コースは選択制（有料）です。

※以下は2019年度実施例

全国各地で毎年多数の医学部合格者を輩出する駿台だからこそ集めることができたデータ。
先輩の体験談を駿台が集約・分析し、校内生限定で提供します！

「サクセスレポート」は、先輩たちによる医学部合格体験記です。国公立50大学・私立32大学（防衛医科大学
校含む）すべての医学部のデータがそろっています。
「合格者は〇〇大学の数学をどれくらい解けるものなの？」「面接では何を聞かれるの？」「どんな勉強をしていたの？」など聞きたい話がすべてここにあります。
校内生限定で閲覧可能、もちろん無料です。入学後はぜひ活用してください。
なお、同じく校内生のみオンライン上で「論文・面接分析ツール」「入試情報・分析データ集」などを閲覧できる「医学部解体新書」もあります。

駿台仙台校の情報力（データ・ツール）駿台仙台校の情報力（データ・ツール）

『サクセスレポート』『医学部解体新書』

駿台仙台校の面接対策駿台仙台校の面接対策

駿台仙台校の情報力（クラス担任）駿台仙台校の情報力（クラス担任）

集団面接練習 集団討論練習 ワークショップ対策（弘前大学ＡＯ入試対策）

2019年度LHR実施例（医系コース）



駿台で勉強した
１年間が礎に

駿台で良い
仲間と
出会えました！角田 拓也さん

福島（県立）高校卒
→駿台仙台校ハイレベル医系（現：標準コース）
→東京医科大学卒
→現在、福島県内の病院で初期研修医として勤務

柴野 菫さん
秋田高校卒
→駿台仙台校スーパー医系
→秋田大学医学部医学科在学中

伊藤 菜緒さん
山形東高校卒
→駿台仙台校スーパー医系
→山形大学医学部医学科在学中

まずは説明会・個別相談会にお越しください。

駿台仙台校で３月は毎日14：30～
「医系入学説明会」実施中！
（予約不要・無料）
※2月・4月の実施日など詳細はホームページをご確認ください。

講師室

※疑問点はここで講師に質問できます。
※授業を担当する講師がマンツーマン
　で質問に対応します（予約制・無料）

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 教室
特別指導
コース専用
自習室

開放型
自習室

6階 教室 教室 教室

5階 教室 教室 教室

開放型自習室

※飲食可能なスペースです。

開放型自習室

個別ブース型自習室 オンデマンドルーム

※映像授業を視聴する教室です。

進学情報ルーム

※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。

ＴＡルーム

ロッカー

授業教室

学生ホール

東北で医学部を目指すなら駿台仙台校！

現在は福島県内の病院で研修医として勤務しています。幼い頃からの夢だった医師への第一歩を
踏み出すことができました。
駿台入学後は、徒歩５分の指定寮に入りました。開門と同時に登校。授業終了後一旦寮に帰って夕飯
を食べ、食後は駿台に戻って閉館までまた自習…と、よくこういった案内書で紹介される「駿台生の
1日」そのままの日々を過ごしました。努力、そして駿台のわかりやすい授業のおかげで、得意科目を
さらに得意にするだけでなく現役時代には大の苦手だった英語を得点源にすることができました。
駿台のクラス担任とは、日々他愛のない話を繰り返していた気がしますが（実はこれもストレスの
多い受験生活の中で貴重な息抜きの時間でした）、面談の時にはちゃんと、データに基づいた進路
指導・出願指導をしてもらいました。東北地区は国公立大の医学部志望者が多いですが、クラス担
任は私大医学部情報にも精通していて各大学の出題傾向や合格者データと、自分の成績とを照ら
し合わせて出願校を一緒に決定してもらいました。
思えば、無事に医師として歩み出すまでには、大学での実習や試験、医師国家試験など、いくつもの
困難がありました。そんな中、駿台で１年間過ごし、苦しくも道を切り拓いた経験というのはその後
の大きな自信となり糧となって、それらの困難を乗り越える原動力になったように思います。駿台で
の１年がなければ、ここまで忍耐力や精神力は身につかなかったかもしれません。
みなさんも駿台で医師の道を切り拓いてください！

高校は別ですが、駿台の指定寮・クラスに加えいつも使う自習室が一緒
だったことで仲良くなりました。浪人中は親元を離れた寂しさや「合格でき
るのか」という不安に苦しむ時期もありましたが、友人と励まし合って１年
を乗り越えらえれたと思います。大学が離れた今でも、連絡を取り合った
り、たまに会ったりしています。駿台で良い友人と出会うことができました。
私たちはちょうど入試の変わり目で、浪人したらセンター試験が変わってし
まう時にあたりました。不利になるのではという大きな迷いや不安を抱え
てのスタートでしたが、結果的には浪人してこうやって念願の医学部に合
格でき、本当によかったと思っています。
皆さんもぜひ駿台を１年間フルに活用して、医学部合格をつかみ取ってく
ださい！

さぁ、あなたも続こう！

私たちも駿台仙台校の卒業生です。私たちも駿台仙台校の卒業生です。

駿台仙台校フロアマップ駿台仙台校フロアマップ


