２０１４
２０１４年度入試
帰国大学受験コース
帰国大学受験コース生
コース生

合格の声！

【 国公立大学 】
北海道大学 工学部
環境社会工学科
岩田明奈 さん
メキシコ 滞在

私が合格できたのは周りのクラスメイトと担任の先生の支えのおかげです！本当にうれ
しいです。ありがとうございました！！！
北大の広いキャンパスで勉強できるなんて夢のようです。びっくりです。理系のみんな本
当にありがとう！

北海道大学 工学部
応用理工系学科
飯島彩未 さん
スイス 滞在

受験はあっという間です。その短時間に知識と自信をつけるにはとにかく勉強するしかあ
りません。特に理系はやることが多く、手一杯になりがちです。そんな時支えになってくれ
るのは、先生方、チューターさんたち、そして一緒に合格を目指す友人です。周りの助け
を借りて、毎日努力を重ねれば必ず結果はついてきます。皆さんも頑張ってください！

東北大学 工学部
機械知能・
機械知能・航空工学科
庄司佳輝 さん
中国 滞在

[夏]の夏期講習会の基礎勉強、[秋]のタワーで一般生と一緒に受けたオリジナリティ溢
れる共同授業、[冬]の試験直前に参加した冬季講習会、[春]の担任、小論文講師、チュ
ーターの方々がしてくださった面接練習。全てがあってここまで来られました。これは僕個
人の成功ではなく僕を含む皆様の成功です、どうもありがとうございました！！！

筑波大学
筑波大学 人文・
人文・文化学群
日本語・
日本語・日本文化学類
上田愛子 さん
オランダ 滞在

自分が行きたい大学や学部に固執することも大事ですが、自分の学力と相談し、きちん
と滑り止めを受け、安心できる受験生生活を送ってください。

筑波大学 社会・
社会・国際学群
社会学類
佐々木哲勲 さん
韓国 滞在

代ゼミに通ったのは少しの時間でしたが、その間講師やスタッフの皆様に本当にたくさん
助けて頂きました。おかげで無事、志望していた大学に合格することができて本当にうれ
しいです！後輩の皆さんも最後まで代ゼミを信じて頑張ってください！

筑波大学 生命環境学群
生物学類
生物学類
十河衿香 さん
アメリカ(IL)
アメリカ(IL) 滞在

代ゼミでの様々なサポートのおかげで、無事筑波大学に合格することができました。私が
受験勉強として大切だと思うことは、まず過去問を網羅することです。代ゼミには優秀な
講師の先生方、親切な担任やチューターがいるので、困った時はいつでも助けてくれま
す。

筑波大学 医学群
看護学類
岡本朱音 さん
アメリカ(MI)
アメリカ(MI) 滞在

うれしいです！受験に落ち続けて精神的にすごく辛かったけど、第一志望に受かって本
当に良かったです！SAT を必死にやったり、小論文を篠原先生に見てもらったり、がんば
ったかいがありました。担任の先生ありがとうございました！

筑波大学 体育専門学群
矢崎誠 さん
ニュージーランド 滞在

代ゼミのお陰で帰国前に全く受験の準備をしていなかった私でも、筑波体専に合格する
ことができました！先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。
合格するにはコツコツと粘り強く勉強することが一番大事です。最後まで諦めずに志望校
にチャレンジしてください！

埼玉大学 経済学部
坂本萌佳 さん
台湾 滞在

埼玉大にまさか私が受かるとは思ってもいませんでした。私がこの大学に受かることがで
きたのは、担任の先生や講師、チューターの皆さんのおかげです。私を支えてくれた全て
の人達に感謝します。後輩の皆さん、分からないところがあれば先生方に聞いて答えを
見つけましょう！！頑張ってください！！代ゼミに来てよかったです。

東京大学 文科一類
山本夏穂 さん
アメリカ(NY)
アメリカ(NY) 滞在

合格発表からしばらく経っても、ずっと憧れだった東京大学に合格できたことがいまだに
信じられません！私が合格できたのは、代ゼミの先生方の丁寧な指導、そして代ゼミの
仲間達の支えがあったからこそです。受験に不安はつきものですが、自分を信じ、精一
杯努力すれば、必ず結果はついてきます！！！

一橋大学 法学部
澤田知栄美 さん
アメリカ(IL)
アメリカ(IL) 滞在
一橋大学 法学部
谷本真珠 さん
アメリカ(OH)
アメリカ(OH) 滞在
一橋大学
一橋大学 経済学部
乾恵梨奈 さん
オーストラリア 滞在
一橋大学
一橋大学 経済学部
大隈ｼ
大隈ｼﾞｭﾘｱﾝ元気
ｭﾘｱﾝ元気 さん
スイス 滞在

合格しましたーっ！！６月からこのためにずっと頑張ってきたので、本当に嬉しいで
す！！これも全部、親身になって指導してくださった先生方のおかげです。ありがとうござ
いました！！皆さんも、代ゼミでならきっと第一志望に合格できると思うので、頑張ってく
ださい！！
第一志望だった一橋大学に合格できて本当によかったです！！未だに信じられませ
ん！！代ゼミに感謝感謝です♡ 皆さんも志望校に合格できるよう頑張ってください！！
念願の一橋大学に合格することができました。苦手だった英作文や小論文も、毎日コツ
コツ書いて先生方に添削してもらううちに自信を持てるようになりました。面接対策も前日
までしっかりサポートしていただきました。いろいろな人の協力があって勝ち取った合格で
す。本当にありがとうございました。
小論文と面接が帰国生入試では一番重要です。過去問を繰り返し解いたり、チューター
さんと面接練習をしたりと、大学合格はあなたの努力次第です。最後までめげずに頑張
ってください。

一橋大学 商学部
岩田典奈 さん
メキシコ 滞在

代ゼミは私にとって大学に行く意味や自分の将来のことを考える機会を与えてくれた場
所でした。ユニークなバックグラウンドを持つ友達、大学生の生の声を届けてくださるチュ
ーターさん、アドバイスをくださるスタッフの方や先生方のおかげです。ありがとうございま
した！

一橋大学
横田一貴
オランダ

人生で初めて、自分で見出した夢を実現することができました。感無量です。本番の小論
文では現代文で得た知識が使えましたし、この合格は６月からの授業に支えられている
のだと思います。講師の方々、そしてチューターの方々に感謝します。そして最後に、僕
を人間として成長させてくださった内田先生、ありがとうございました。

商学部
さん
滞在

一橋大学 社会学部
告野智 さん
タイ 滞在

第一志望に合格でき、とても嬉しいです。両親や祖父母、代ゼミの方々を初め、サポート
してくださった方々にとても感謝しています。中でも、代ゼミの先生方の充実した授業や
熱心な指導は、私の合格に不可欠なものであったと感じています。本当にありがとうござ
いました！

お茶の水女子大学
生活科学部 人間生活学科
東井愛佳 さん
アメリカ(OH)
アメリカ(OH) 滞在

いまだに合格できたことが信じられませんが、私が合格できたのはひとえに代ゼミの先
生方や一緒に切磋琢磨した友達のおかげだと思います。そして、諦めずに代ゼミに通い
授業を受けることが大切です。すべての授業に出ることが合格への一歩だと思っていま
すので、後輩の皆さんも最後まであきらめずに頑張ってください。

お茶の水女子大学
理学部 情報科学科
小俣満里子 さん
香港 滞在

帰国生が日本の理系科目を勉強するときに大変なのは、計算力の低さと公式の暗記で
す。海外滞在中から日本式の問題に少しでも取り組んでおくと、帰国後の勉強の大きな
助けとなります。代ゼミの理系クラスは少人数で、自分の夢に向けて努力できる環境が
整っており、有意義な受験生活を送ることができました。

横浜国立大学
教育人間科学部 人間文化課程
大橋黎
大橋黎菜 さん
ベトナム 滞在

合格できたことが未だ信じられません。でも、第一志望だった学校に合格できて本当に良
かったです！！代ゼミの先生方、そしてチューターさんどうもありがとうございました。代
ゼミのみんなと一緒だったからこそ楽しく勉強することができ、合格を手に入れられたの
だと思います！

横浜国立大学 経済学部
国際経済学科
森本慶 さん
アメリカ(WA)
アメリカ(WA) 滞在

横国受かった！！最後まであきらめずに、毎日小論文書いて、授業出て、チューターや
担任の先生と面接練習をして良かった～！

横浜国立大学
横浜国立大学 経営学部
経営学部
国際経営学科
津吉潤 さん
シンガポール 滞在

落ちた大学もありましたが、横浜国立大学に合格できたことは、自信や安心感に繋がり
ました。志望理由書の作成や面接練習を手伝ってくれた担任の先生やチューターの皆さ
んに感謝したいです。

信州大学 繊維学部
繊維・
繊維・感性工学系
府川周平 さん
アメリカ(CA)
アメリカ(CA) 滞在

受かりました！！！僕は勉強が嫌いだったのですが、帰国子女専門クラスの先生はとて
も面白く、生徒が海外で学んでいたことを理解しているため、優しくわかりやすく教えてく
れます。代ゼミの先生方と仲間たちのおかげで勉強が少し楽しくなりました。皆さんも勉
強を楽しんで受験に挑んでください！

京都大学 法学部
藤田健太郎 さん
カナダ 滞在

京都大学に合格できたことは、これからの自信になりました。自分の力を過小評価せず、
挑戦することが帰国子女入試で必要になるのだと思います。自分自身が積極的であれ
ば、代ゼミは全力でサポートしてくれます。これから受験に臨む方々、頑張ってください。

大阪大学
大阪大学 外国語学部
外国語学部
外国語学科
外国語学科 ロシア語専攻
ロシア語専攻
餌取美優 さん
アメリカ(CA)
アメリカ(CA) 滞在

大阪大学に受かったときはとてもうれしかったです。阪大に合格できたのは、代ゼミの先
生方やチューターさんの手厚いサポートがあったからこそ、実現することができたと思い
ます。また、仲間と切磋琢磨することで互いを高め合うことができたのも良かったです。

大阪大学
大阪大学 外国語学部
外国語学部
外国語学科 スウェーデン語専攻
スウェーデン語専攻
田辺拓真 さん
アメリカ(IL)
アメリカ(IL) 滞在

志望した大学に受かったのは代ゼミの講師やチューターなどに志望理由の添削などをし
てもらったおかげです。他にも面接の練習などもしてもらい、自信がつきました。

大阪大学
大阪大学 外国語学部
外国語学部
外国語学科
外国語学科 フランス語専攻
フランス語専攻
森田真衣 さん
アメリカ(
アメリカ(TN)
TN) 滞在

私の阪大合格は、勉強に夢中になれる環境があったからこそです。講師の先生方やチュ
ーターさんたち、クラス担任などいろんな人に支えてもらった最後の３ヶ月は今までの人
生の中で一番頑張って勉強した期間でした。友達と切磋琢磨できたことが当日の実力発
揮につながったと思っています。みなさんも最後まで全力で頑張ってください！

鳥取大学 農学部
生物資源環境学科
溜池麻生 さん
フランス 滞在

私立１校しか受かっておらず、ずっと不安でした。国立が目標だったのでうれしいです！
地方の大学だけど不安はあまりなく、期待に胸を膨らませてます。私にできたのだからみ
んなにできないはずがない。ファイト！

岡山大学 経済学部
谷本晋太郎 さん
アメリカ(HI)
アメリカ(HI) 滞在

岡山大学経済学部に受かるとは…。これは現実なのかと最初は思いました。とにかく嬉
しい！代々木ゼミナールは、基礎知識を学ぶのはもちろんのこと、自分の夢も叶えてくれ
ます！担任の先生、チューターさんに感謝！ありがとうございます。

九州大学 教育学部
笠井春菜 さん
アメリカ(NJ)
アメリカ(NJ) 滞在

アドバイスとして伝えたいのは、遊ぶのは受験が終わるまで控えることと、チューターさん
や担任の先生に願書を任せ過ぎないこと、そして過去問をきちんと解くことです。合格に
向けて頑張ってください。

九州大学 工学部
機械航空工学科
武井翔太 さん
中国 滞在

まず代ゼミに来たことが正解です。僕が九州大学に合格できたのは、代ゼミだからこそだ
と思います。何より担任の先生の手助けがなければ、合格は難しかったです。先生はわ
かりやすく問題を教えてくれたり、サポートをしっかりしてくれるので、理系なら、なおさら
代ゼミに来て正解だと思います。第一志望目指して頑張りましょう。

首都大学東京 都市環境学部
佐藤悠 さん
カナダ 滞在

合格できてとてもうれしいです。代ゼミにはたくさんお世話になり、本当に感謝していま
す！

愛知県立大学 外国語学部
英米学科
小笠原香澄 さん
アメリカ(KY)
アメリカ(KY) 滞在

大学受験と聞いてもいったい何をどう勉強していいのかが分からなかった私でしたが、先
生方やチューターさんのアドバイスを受け、合格することができました。ありがとうござい
ました（*^_^*）

名古屋市立大学 芸術工学部
産業イノベーションデザイン
イノベーションデザイン学科
産業
イノベーションデザイン学科
中島直音 さん
オーストラリア 滞在

代ゼミでの熱意ある先生方のご指導によって無事合格することができました。特に、数学
や物理の授業では様々な問題に使える普遍的な考え方を教えて頂き、とても効率よく勉
強できました。今までサポートしてくれた仲間やチューターの皆さん、ありがとうございまし
た。

大阪府立大学 現代システム
現代システム科学部
システム科学部
高杉恵奈 さん
アメリカ(IN)
アメリカ(IN) 滞在

代ゼミに入ったことで、先生やチューターさん、友達に出会うことができ、応援してくれた
おかげで合格することができました。頑張った人は報われる！！

神戸市外国語大学 外国語学部 英米学科
鄭謙頴 さん
中国 滞在

合格することができてとてもうれしいです。合格できたのは代ゼミという素晴らしい環境が
あったからこそだと思います。支えてくださった先生やチューターの皆さんには感謝の気
持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました！

神戸市外国語大学 外国語学部
イスパニア学科
イスパニア学科
村田夏帆 さん
イタリア 滞在

統一試験の点数が予想されていたよりも低く、受験は不安でいっぱいだったのですが合
格できてうれしく思っています。代ゼミで担任の先生やチューターさんに志望理由書の添
削や面接練習を何度もしていただいたおかけです。予習をして授業をしっかりと聞き、過
去問を解いていればきっと自分の行きたいと思った大学に合格できると思います。

【 私立大学 】
慶應義塾大学 法学部
法律学科
坂田大樹 さん
イギリス 滞在

面接練習をしっかりやりましょう。代ゼミで勉強して、自信を持って試験を受けることがで
きました。

慶應義塾大学 法学部
政治学科
塚本麻衣 さん
アメリカ(HI)
アメリカ(HI) 滞在

わーい！合格できたのは代ゼミの先生方やチューターさんのおかげです！出願書類も
隅々までチェックしてもらい、面接も練習を重ねて合格できまでになりました！小論文も
細かいチェックを入れてもらったおかげで合格答案が書けるようになりました。大事なの
は、試験当日までに朝型人間になっておくことです。そして熱意を持つことです。

慶應義塾大学 法学部
政治学科
仙波宏二郎 さん
アメリカ(CA
アメリカ(CA)
(CA) 滞在

合格、とっても嬉しいです。帰国前から親身にサポートしてくださった担任の先生や、毎日
の面接練習でビシバシ指導してくださったチューターの方々、そして苦しいはずの受験を
共に笑って乗り越えた良き仲間達のおかげです。ありがとう代ゼミ！

慶應義塾大学 法学部
政治学科
浜住真衣 さん
アイルランド 滞在

代ゼミの小論文と面接対策で慶應に無事合格することが出来ました。とても嬉しいで
す！！代ゼミの先生、チューターさん、友達に感謝します！

慶應義塾大学 法学部
政治学科
長谷見杏菜 さん
タイ 滞在

ＦＩＴ入試は準備が大変だったけど、担任やチューターさんが添削や二次対策をしてくれた
おかげでここまで来ることが出来ました。本当にありがとうございました！

慶應義塾大学 経済学部
大久保絢佳 さん
アメリカ(MI)
アメリカ(MI) 滞在

不安だった小論文を乗り越えて、無事志望校・志望学部に合格することが出来ました！
いろいろ大変なことはありましたが（笑）、代ゼミの友達と楽しく、お互いを高め合えるよう
な受験生活を送ることが出来て本当によかったです。

慶應義塾大学 経済学部
鈴木章平 さん
アメリカ(CA)
アメリカ(CA) 滞在

代ゼミでは先生方と先輩チューターの徹底した指導の下、無事合格することが出来まし
た。願書、小論文、面接なども根気強く見て頂き、本当に感謝しています。代ゼミを選ん
でよかったです！受験する皆さん、頑張ってください！！

慶應義塾大学 経済学部
益岡想 さん
アメリカ(CA)
アメリカ(CA) 滞在

無事慶應義塾大学に受かって嬉しいです！代ゼミで様々な対策をし、慶應だけでなく早
稲田大学政治経済学部にも合格できました。日本語に自信がなかった私が受かったの
は、優秀な講師やチューターさんたちの指導のおかげです！後輩の皆さんも、三ヶ月取
り組んで頑張ってください！

慶應義塾大学 総合政策学部
小林百合華 さん
中国 滞在

落ちると思っていたので、受かって嬉しいです！担任の先生とのメールのやりとりや、チ
ューターさんやクラスのみんなには、とても励まされました！ありがとうございます。クラス
での面接演習は、最初は慣れなくて大変でしたが、本番の面接時に緊張せずに挑むこと
が出来ました。

慶應義塾大学 総合政策学部
三國研太 さん
イギリス 滞在

合格を自分で勝ち取りました！が、先生方のサポートのおかげです。

慶應義塾大学 総合政策学部
レビエ・
レビエ・レベッカ さん
フランス 滞在

最後まで自分の力を信じたら受かるよ！面接官が圧迫的でも、質問には素直に答えよ
う！代ゼミのチューターさんと練習したら、本番もうまくいくよ。小論文は焦らずに♪
FIGHTOOOｈ―！！

早稲田大学 政治経済学部
政治学科
三輪彩香 さん
中国 滞在

受験終わったああああああ！
本当に早稲田受かって良かった！代ゼミでめっちゃ面接してもらえて感謝しています！
先生だけでなく、周りの生徒とか、チューターさんとかが手伝ってくれたりしたのが助かっ
た！ありがとうございました！！

早稲田大学 政治経済学部
政治学科
山井美和 さん
インドネシア 滞在

志望理由書やエッセイを何度も見てくださった代ゼミの先生、繰り返し面接練習をしてくだ
さったチューターさん、そして、代ゼミに来るとホッとさせてくれる仲間がいなければ私は
絶対に合格することはできなかったと思います。代ゼミには本当に感謝しています。

早稲田大学 政治経済学部
国際政治経済学科
掛川知紗 さん
アメリカ(NY)
アメリカ(NY) 滞在

まさか自分が早稲田の政経に受かるとは思っていなかったので、ものすごく嬉しいで
す！！！合格できたのは代ゼミでの現代文と小論文の授業、素晴らしい先生方、一緒に
勉強してきた友達のおかげだと信じています。努力は報われると改めて実感しました。代
ゼミでよかったー！

早稲田大学 政治経済学部
国際政治経済学科
川内丸未和 さん
アメリカ(NY)
アメリカ(NY) 滞在

帰国生受験は非常に複雑で、書類を揃える段階で不安になると思いますが、担任の先
生を全力で信じて頼れば、合格へと導いてくれます！！
頑張らないといけない時期を頑張れば、後から誇りに思えるし、頑張っている人間が一番
輝いて見えるので、皆さんも輝いてください。

早稲田大学 政治経済学部
国際政治経済学科
津田健太 さん
イギリス 滞在

代ゼミはサポート体制がしっかりしているので勉強するのにいい環境だと思います。僕が
政経ＡＯに合格できたのは１対１の小論文授業、チューターさんの面接練習や先生方の
サポートのおかげだと思います。滞在国にいるうちに TOEFL などのスコアを上げたり、そ
の国の事を知ろうとすることが大切だと思います。

早稲田大学 政治経済学部
国際政治経済学科
村田紗緒梨 さん
マレーシア 滞在

絶対に受からないだろうな～って思っていた第一志望に合格できてとっっっっっっっても
嬉しいです(^^)何度も何度も面接対策をしてくださったチューターの方々や担任の先生に
とっても感謝しています！これから受験する人も最後まであきらめずに全力で頑張ってく
ださい！

早稲田大学 法学部
中岡賢美 さん
アメリカ(MI)
アメリカ(MI) 滞在

代ゼミでは、帰国受験に必要な知識や考え方を、先生方が親身になって教えてください
ます。また、チューターさんたちも、受験で困ったことがあれば助けてくださったり、面接練
習も何度でもしてくださるので、代ゼミは帰国受験の勉強をするには絶好の環境です。努
力した分だけ必ず成績は伸びます！帰国生の皆さん、頑張ってください！

早稲田大学 教育学部
教育学科 初等教育学専攻
渡辺なつ
渡辺なつ美
なつ美 さん
アメリカ(CA)
アメリカ(CA) 滞在

やったー！受かった！！自分の受験番号を発表掲示板で見つけた時、叫んで泣いてし
まいました。本当にダメダメだった私をここまで成長させてくれたのは優秀な講師陣、熱
心なチューターや担任の先生、そして切磋琢磨した代ゼミ仲間が支えてくれたからです。
後輩の皆さんも後悔のないように一生懸命がんばってください。努力は必ず実ります。

早稲田大学 教育学部
櫻井晋珠 さん
韓国 滞在

代ゼミで本当に良かったと思っています！合格を知った時は涙！！泣きました！受験は
つらくて、大変で苦しかったけど、一緒に頑張る仲間がいたのであきらめませんでした。
いつも真剣に話を聞いてくれ、アドバイスしてくれ、心の支えになってくれた友達、そして
担任の先生！ありがとうございました。代ゼミの仲間は頼もしいです！

早稲田大学 教育学部
理学科 生物学専修
花井琴音 さん
カナダ(BC)
カナダ(BC) 滞在

早稲田大学合格しました。応援してくれた人に感謝しています。早稲田大学の理学科生
物には私のやりたい研究（脳科学の研究！）があるので、すごく嬉しいです。生物学をや
りたいなら理工学部ではなくここです。卒業後は Bachelor of Science がもらえるので、理
学部生物科のような学部だよー。皆頑張ってー！ファイト！

早稲田大学 人間科学部
健康福祉学科
金田ももこ
金田ももこ さん
アメリカ(CA)
アメリカ(CA) 滞在

大学に受かるって、恋愛して両思いになるような感じです。後輩の皆さん！筆記試験は、
授業に出て、テキストを解き復習すれば、しっかり力が付きます！面接はたくさん練習
し、先生方からアドバイスを受けることをおすすめします。代ゼミでは優しく支えてくれる
仲間や先生方がいて、とてもアットホームな雰囲気で楽しく勉強できます。頑張れ！

早稲田大学 社会科学部
松井彩奈 さん
中国 滞在

英語が全く出来なくても頑張ればミラクルはおきる！二か月で伸びます！

教育学専攻 生涯教育学専修

早稲田大学 国際教養学部
国際教養学部
松井弥優 さん
中国 滞在

早稲田大学という、一般入試だったら手の届かないような有名大学に合格でき、とても嬉
しく思います。勉強面や生活面で支えてくれた全ての人に本当に感謝しています。ありが
とうございました。

上智大学 文学部
哲学科
桂井優 さん
アメリカ(OH)
アメリカ(OH) 滞在

初めての受験で面接もボロボロだった上、毎日栃木から通っていたのでとても嬉しいで
す！上智は TOEFL 等の統一試験の点数を上げておくのと、過去問をやる、先生やチュ
ーターの方と面接練習をすることが大事だと思います。自身の本当にやりたい事を考え
て、受験について考えるとよいと思います。

上智大学 文学部
英文学科
桑原枝里 さん
アメリカ(NY)
アメリカ(NY) 滞在

担任、講師、チューターのサポートのおかげで、合格を勝ち取ることが出来ました。特に
担任の先生のサポートが最大の助けとなったので、凄く感謝しています。

上智大学 文学部
ドイツ文学科
ドイツ文学科
亀井智広 さん
カナダ(NS)
カナダ(NS) 滞在

上智受かっちゃいました。色々あったけど、合格できて本当に良かったです。文系Ａ・Ｂク
ラスから早稲田・上智に合格できます。ここで出会った友人達に本当に感謝感謝。そして
何よりも担任の先生には感謝しきれません。本当にサポートありがとうございました。
代ゼミに入ったら上智絶対受かるよ！上智サイコ－！代ゼミサイコ－！

上智大学 経済学部
経済学科
佐野真優 さん
カナダ(BC)
カナダ(BC) 滞在

本当に受かって良かったです。講師の皆さんは本当に個性的な人が多く、授業を受ける
のが毎日楽しみでした。努力はしていてもやはりいつも受かるかどうか不安を感じていま
した。しかし、優しい担任の先生と愉快なクラスメイトに支えられ合格できました。ありがと
う！

上智大学 経済学部
経済学科
吉岡俊介 さん
香港 滞在

正直、夏休み前は合格できるとは思っていませんでしたが、夏休みの授業のおかげで合
格することができました。目標を持って頑張れば合格を勝ち取ることができることを実感し
ました。合格することができたので、入学まで勉強を続け大学で学ぶ準備をしていこうと
思います。先生ありがとうございます。

上智大学 外国語学部
英語学科
伊藤義明 さん
アメリカ(CA)
アメリカ(CA) 滞在

I didn’t think it would happen. Having lived in the US for my entire life (18 years), with
very little skill in Japanese, I was able to get into the college I wanted to go to. Respect
your teachers, friends, parents, and any other supporters that pushed you to keep
working. Trust me, it’ll all pay off and get you into the university of your dreams.

上智大学 外国語学部
英語学科
岡本和 さん
アメリカ(NJ)
アメリカ(NJ) 滞在

はじめは大学に行けるかどうか不安でした。担任の先生のおかげで少し自信がつき、英
語の先生のおかげで英文読解が難しく感じなくなりました。夏休み真面目に頑張れば合
格できます！

上智大学 外国語学部
英語学科
長谷川瑞木 さん
イギリス 滞在

上智大学にあこがれていたので合格できてとても嬉しいです！自分が不安だった面接対
策も代ゼミのチューターさんがとても親切にアドバイスや指導をして下さったので助かり
ました。自習室も有効活用でき、代ゼミに入って本当に良かったと思いました。

上智大学 外国語学部
ドイツ語学科
ドイツ語学科
田中冴佳 さん
カナダ(BC)
カナダ(BC) 滞在

本当に代ゼミにはお世話になりました！特に担任の先生やチューターさん、織田先生や
リーヴァス先生、大島先生、大矢先生、木村先生、永尾先生、小泉先生、執行先生には
お世話になりました。クラスメイトにもお世話になりました！(笑) 努力次第ですね！

上智大学 総合グローバル
総合グローバル学部
グローバル学部
灰田礼海 さん
カナダ(BC)
カナダ(BC) 滞在
上智大学 総合グローバル
総合グローバル学部
グローバル学部
原田博史 さん
アメリカ(SC)
アメリカ(SC) 滞在

やったー！正直、受からないと思っていました。面接の時もガタガタで怖かったです。代
ゼミの魅力は、先生方が積極的に面接や小論文の練習を一緒にしてくれたので本当に
良かったです。日本語がダメな私でもアドバイスと練習で上智大学に入れたので、サポー
トは合否にとても影響力があるんだなと思いました。
小論文が大切だと考え、小論文には一番力を入れました。面接は大学を打ち負かす勢
いで臨みましょう！

上智大学 総合グローバル
総合グローバル学部
グローバル学部
山中里紗 さん
中国 滞在

私は、代々木ゼミナールの講師の方々や担任の先生、そしてチューターのみなさんのお
かげで大学に合格することができました。代ゼミに来たばかりのころは不安も多く、受験
生としてやっていけるか心配でしたが、帰国生の友達と共に頑張ることで受かることがで
きました。

上智大学 総合グローバル
総合グローバル学部
グローバル学部
吉村由衣 さん
イギリス 滞在

試験を受けてから結果発表までの 10 日間は生きている心地がしませんでしたが、受かっ
ていてよかったです。書類準備等が遅くて、先生方には迷惑をかけました…。学校の成
績はあまり良くなかったけれど、面接と小論文を頑張れば大丈夫です。ありがとうござい
ました！

上智大学 国際教養学部
山田匠紀 さん
アメリカ(NY)
アメリカ(NY) 滞在

帰国当初、自分の学力では上智大学の合格は到底無理と思っていた。しかし！！講師、
チューター、担任の素晴らしい指導により、自分の学力はみるみる向上していき、結果と
して第一志望の上智大学に合格できた。今、代ゼミには、心から感謝している。代ゼミ
よ、永遠にあれ。

学習院大学 法学部
法学科
米倉果椰子 さん
アメリカ(NC)
アメリカ(NC) 滞在

第一志望だったので合格できて嬉しいです。法学科は小論文で専門的なことを聞かれる
ので法律に関する本を読んで、ニュースを見たりするとよいと思います。私は国内高校に
編入したので、９月からは高校に通いながら勉強を続けました。志望理由書などは担任
の先生に丁寧に書き方を教わりました。

学習院大学 文学部
英語英米文化学科
小原遥 さん
シンガポール 滞在

受験期間中は精神的にも体力的にも疲れが出てしまい、自分の進路について悩むことも
多いと思いますが、周りに流されず自分のやりたいことを信じてやれるだけのことをやっ
てみてください。結果は必ずついてくると思います！

学習院大学 文学部
フランス語圏文化学科
フランス語圏文化学科
大貫真紀 さん
台湾 滞在

受かったよ！うかっちゃったよ！結果発表を見に行って、自分の番号を見つけた時はもう
泣きながら叫んでジャンプしてた(笑)。そのくらい嬉しかった！本当に頑張ってよかった。
これから、憧れのフランス語が学べると思うとワクワクしてたまらない！担任の先生いつ
もありがとう！代ゼミに来て本当に本当に良かったああああ！

学習院女子大学 国際文化交流学部
国際コミュニケーション
国際コミュニケーション学科
コミュニケーション学科
高野杏利沙 さん
カナダ（
カナダ（BC）
BC） 滞在

自分の将来なりたい職業に十分活かすことのできる大学に合格できたので本当に嬉しい
です！これからは、将来の夢に向けて精一杯頑張ります！！面接練習は沢山してくださ
い！！チューターさんたちにも助けられました！代ゼミに来てよかったです！本当に色々
と感謝してます！！“努力は必ず報われる”。代ゼミ大好き！！

国際基督教大学
高橋誠也
メキシコ

教養学部
さん
滞在

国際基督教大学 教養学部
前田将宏 さん
タイ 滞在

無事に合格することができて、ホッとしています。代ゼミに入り、小論文の授業を受けてい
くうちに講師の方やいっしょに授業を受けている仲間と話すことで、入試への気合が高ま
りました。何事もあきらめないことが大切！
自分の苦手教科、原因、そして対処法をよく考え、なるべく早く克服すべきです。私は、小
論文が苦手で模試の点数も悪かったのですが、添削指導をしていただいたことで徐々に
成績が伸び、志望校に合格することができました。苦手教科には早い段階で対策を立て
ましょう！

中央大学 経済学部
国際経済学科
周櫻 さん
中国 滞在

自分の夢に向かって一歩を踏み出せたことをとても喜ばしく思っています。大学に合格で
きたのはすばらしい担任や仲間の助けがあったからです。

日本大学 法学部
法律学科
福原啓介 さん
中国 滞在

うれしいです！私は日本語力に自信がなく、最初は日本の大学に入れるかどうか不安で
したが、代ゼミでの小論文の勉強や面接の練習を通じて、自信を取り戻しました。「習うよ
り慣れよ」、小論文は毎日書き、面接の練習をし、先生やチューターさん達のアドバイス
を聞き、教訓を得ることを心掛ければ、志望校に合格できます！

日本大学 法学部
政治経済学科
箕輪清 さん
台湾 滞在

代ゼミのチューターや先生方の熱心な指導により、合格することができました。過去問を
たくさん解き、授業もしっかりと予習・復習をすれば必ずチャンスはあります。頑張ってくだ
さい。

明治大学 政治経済学部
経済学科
恩田真衣子 さん
カナダ(ON)
カナダ(ON) 滞在

チューターさんのサポートと、代ゼミでできた友達のおかげで合格することができました！
ありがとうございました！

明治大学 政治経済学部
経済学科
佐藤麻鈴 さん
アメリカ(KY)
アメリカ(KY) 滞在

第一志望だったのでとってもうれしいです！アメリカ滞在中に TOEFL、SAT、TOEIC の勉
強をしておいてよかったと思いました。私でも合格できたので頑張ってください！

明治大学 法学部
前田麻祐実 さん
韓国 滞在

受かったー！面接、かなり圧迫だったけど、どのような質問にも一生懸命答えるように！
1600 字の小論文は辛いかもしれないけど、「やればできる」って思ってやればできる！一
緒に頑張れる仲間をつくろう！法学部志望者は本をたくさん読むとよいと思う。

立教大学 経営学部
国際経営学科
森藤知輝 さん
アメリカ(OH)
アメリカ(OH) 滞在

担任の先生が良かったです。永尾先生が良かったです。織田先生が良かったです。皆良
かったです。頑張れ！

同志社大学
スポーツ健康科学部
健康科学部
スポーツ
若林優汰 さん
韓国 滞在

授業が分かりやすいのはもちろんのこと、講師、チューター、担任の先生のサポートがし
っかりしていて、仲間からの良い刺激があり、合格することができました。本当にありがと
うございました。

関西大学 総合情報学部
岩崎有基 さん
アメリカ(MN)
アメリカ(MN) 滞在

受かってすごく嬉しいです。未来の後輩達よ！小論文を代ゼミで書いていれば受かる！

関西学院大学 文学部
小川真由子 さん
中国 滞在

代ゼミに来るまで出願の仕方も分からないような状態でしたが、講師の先生方、担任の
先生、そして優しいチューターさん達のおかげで順調に合格することができました。代ゼ
ミでの勉強は確実な手応えがあるものだと思います。雰囲気も非常に良いので、楽し
く！！心くじけず、一人では辛くなる時期も乗り越えられます。頑張ってください！

関西学院大学 法学部
加藤弘仁 さん
中国 滞在

奇跡的に関学の法学部に受かりました！！７、８回自分の番号か確認してやっぱり合格
していたから嬉しすぎた！代ゼミに来てなかったら受からなかった。チューターさん達の
助けがあったからこそ受かることができた。担任の先生も心配してくれて良いアドバイス
をもらえた。

関西学院大学 商学部
梶川理奈 さん
ドイツ 滞在

強烈にネガティブな私にとって、合格を手に入れるまでは己との壮絶な闘いで、不安に押
し潰されて涙を流す日もありました。ですが、親切な講師の方々、チューターさん、切磋琢
磨し合える仲間がいたからこそ、勝ち取ることが出来た合格です。代ゼミに感謝です。

関西学院大学 商学部
才内麻里菜 さん
シンガポール 滞在

私が関西学院大学に合格できたのは代ゼミの先生やチューターさんの熱心なサポート、
そして友人の支えがあったからです。代ゼミは帰国生入試についての資料が充実してお
り、授業内容も有効なものばかりなので試験に 100％活かすことができました。代ゼミに
通って本当に良かったです！

関西学院大学 人間福祉学部
社会福祉学科
伊藤慎弥 さん
アメリカ(TN)
アメリカ(TN) 滞在

正直、合格できる自信はなく不安でしたが、無事合格できとてもうれしいです。これも私を
サポートしてくれた講師やチューターさんのおかげだと考えています。理解しやすい授業
や出願の用意で助けてもらい、感謝しています。これから受験する人たちへ、諦めずに最
後まで努力を続けて頑張ってください。

関西学院大学 国際学部
赤松勇紀 さん
アメリカ(CA)
アメリカ(CA) 滞在
関西学院大学 国際学部
近藤良樹 さん
アメリカ(MI)
アメリカ(MI) 滞在

僕は海外生活で失敗が多く、自分に自信の持てない人間でした。しかし、この代ゼミで優
秀な先生たちや学友たちの中に身を置き、合格への自信をつけることができました。受
験生活を通じ、代ゼミはあらゆる意味で僕を大きく成長させてくれたと思います。
僕が大学に受かるとは夢にも思いませんでした。とてもハッピーです（＾＾）。大学に入った
ら全身全霊で頑張ります。

◆◇◆ ２０１４
２０１４年度入試 代ゼミ帰国生合格実績
ゼミ帰国生合格実績 ◆◇◆
（ＡＯ入試・推薦入試など帰国生入試以外の入試制度による合格者を含む。
）

★早慶上智・
早慶上智・関学大に
関学大に２２８名合格
２２８名合格！
名合格！
早大７１
早大７１名
７１名（昨年比＋
昨年比＋２５名
２５名）、慶應義塾大
）、慶應義塾大４３
慶應義塾大４３名
４３名（昨年比＋
昨年比＋２名）、上智大
）、上智大５３
上智大５３名
５３名（昨年比＋
昨年比＋２４名
２４名）、関西学院大
）、関西学院大５１
関西学院大５１名
５１名
（昨年比＋
昨年比＋５名）、国際基督教大
）、国際基督教大１０
国際基督教大１０名
１０名（昨年比＋
昨年比＋４名）、青山学院大１０
青山学院大１０名
１０名、学習院大９
学習院大９名合格！
名合格！

★国公立大に
国公立大に８９名合格！
名合格！
★東大・
東大・京大・
京大・一橋大に
一橋大に１１名合格！
名合格！
北海道大に
名合格！
★北海道大
に５名合格
！（代ゼミ生文系独占）

★筑波大に
筑波大に１３名合格
１３名合格！
名合格！（昨年比＋８名、体育専門合格）
横浜国立大に
名合格！
★横浜国立大
に９名合格
！（経済５、経営３、教育人間科学）

★大阪大に
大阪大に３名合格！
名合格！（外国語学部の全合格者４名中）

★九州大に
九州大に３名合格！
名合格！（文、教育、工）

★横浜市立大
横浜市立大５名、大阪市立大
大阪市立大５名、名古屋市立大
名古屋市立大３名、大阪府立大
大阪府立大３名、神戸市外国語大３
神戸市外国語大３名合格！
名合格！
☆北大（
北大（工２名）、東北大
）、東北大（
東北大（工）、九州大
）、九州大（
九州大（工）、筑波大
）、筑波大（
筑波大（理工２
理工２名・情報・
情報・生命環境２
生命環境２名・医-看護）、
看護）、東京農工大
）、東京農工大（
東京農工大（工）、
浜松医科大（
浜松医科大（医-看護）、
看護）、鳥取大
）、鳥取大（
鳥取大（農）、首都大東京
）、首都大東京（
首都大東京（都市環境）
都市環境）など難関理系学部
など難関理系学部に
難関理系学部に多数合格！
多数合格！

