２０１５年度入試
帰国大学受験コース生

合格の声！

【 国公立大学 】
筑波大学 医学群
看護学類
小嶋柚稀 さん
アメリカ(MI) 滞在

ずっと夢だった看護の道に進むことができて、嬉しいです！アドバイス、サポートしてくだ
さった担任の先生、家族、代ゼミの皆さん、ありがとうございました！

筑波大学 社会・国際学群
社会学類
堀江健吾 さん
台湾 滞在

代ゼミの先生方とチューターさんのおかげで無事大学に通えることになりました。感謝感
謝です。大学に入ってから勉強についていけないと困るので、これからも勉強していこう
と思います。ありがとうございました。

埼玉大学 経済学部
高橋侑実 さん
アメリカ(OH) 滞在

帰国してすぐの頃は小論文の書き方や出願に関して無知でしたが、ここまで成長できた
のは代ゼミの先生方やスタッフのみなさんが親身になってサポートしてくれたおかげで
す。これから受験するみなさん、代ゼミが合格までしっかりサポートをしてくれるので受験
に不安がある人でも安心して受験に臨めます。応援しているので頑張って下さい！
夏ごろまでは自分が国立を受験するとは思っていませんでしたが、国立合格まで来られ
たのも、先生方やチューターさん、代ゼミの仲間がいたからこそです。自分のやる気しだ
いで、結果は変わります。最後まで諦めず前に進みましょう。代ゼミで本当に良かった！

東京大学 文科一類
片桐昌弥 さん
オーストラリア 滞在

先生方、スタッフの皆さん、そして仲間たちとの受験勉強は、辛い時の支えでした。授業
の質や寮など、代ゼミの良さは多くありますが、自分だけの経験に根ざした自分の考えを
様々な先生方に見ていただくことで、深められたことが代ゼミの最大の魅力でした。

東京外国語大学
国際社会学部 ドイツ語
二瓶真理子 さん
イギリス 滞在

第一志望に合格出来て本当に嬉しいです！！代ゼミに通って良かったなと思います。最
後まであきらめずに受験を続けられたのも、先生方や周りの友人のサポートのおかげで
す。本当にありがとうございました。

東京外国語大学
国際社会学部 日本語
吉田瀬奈 さん
シンガポール 滞在

中学の頃から憧れていた大学に合格できて本当に嬉しいです。早めに本命を決め、そこ
に絶対行くという強い気持ちが大事だと思います。代ゼミの授業はとても分かりやすく、
面接練習などのサポート体制もしっかりしています。おかげで小論も面接も冷静に臨めま
した。ありがとうございました。

東京外国語大学
国際社会学部 フランス語
竹内万祐子 さん
フランス 滞在

私が志望大学に合格することができたのは、代ゼミだったからだと思います。親身になっ
てくれる先生やチューターのみなさん、そして何よりも一緒に頑張った仲間たち、多くの人
の支えがあって私は充実した受験生活が送れました。最後まで諦めなければきっと大丈
夫です。

東京学芸大学 教育学部
Ａ類 幼児教育選修
水谷宙央 さん
アメリカ(CA) 滞在

念願の志望校に合格できて本当に嬉しいです。担任の先生に志望動機の添削や面接の
練習を何度もしてもらい、その中で自分では気付いていなかった点を指摘してもらえまし
た。実際の入試で担任の先生から言われていたことが出題され、自分の意見をはっきり
主張することができました。先生の助けがなかったら私の合格はなかったと言えます。

東京学芸大学 教育学部
Ｅ類 生涯学習コース
児玉奈都子 さん
アメリカ(OH) 滞在

国立に受かるとは思っていなかったので、受かって良かったです。先生やチューターさん
のアドバイスは聞いたほうがいいですよ。あと、大学についてしっかり調べておくのも必要
だと感じました。がんばってください。

東京農工大学 工学部
化学システム工学科
佐藤龍 さん
中国 滞在

東京農工大学に受かったと知ったときは耳を疑うくらい驚きました。今までの努力が報わ
れた感じで嬉しかったです。最初は海外と日本の教育制度の違いに戸惑い、不安でいっ
ぱいでしたが、毎日計画を立ててしっかり勉強することで合格できました。後輩のみなさ
んも頑張ってください！

埼玉大学 教養学部
矢嶋亮太 さん
アメリカ(OH) 滞在

お茶の水女子大学
生活科学部 人間生活学科
神田鈴奈 さん
アメリカ(OH･CA) 滞在

初めは何もわからなくて不安だらけでしたが、優しくてたよりになる先生方のおかげで大
学に受かることができました。先生やチューターさん達の意見を聞いていれば大丈夫だと
思うので、安心して受験勉強に励んでください。代ゼミの友達との生活も楽しんでくださ
い。

お茶の水女子大学
文教育学部 人間社会学科
黒田佳那 さん
アメリカ(OH) 滞在

受かると思っていなかったお茶大に合格しました！！代ゼミで担任の先生や講師、チュ
ーターの方々に沢山アドバイスやフォローをしていただいたお陰で、無事に大学に合格
することができたと思います。私は、代ゼミの全員が一体となり助け合う雰囲気がとても
好きでした。代ゼミを選んで本当に良かったと改めて感じます。ありがとうございました!!!

一橋大学 法学部
池田真 さん
韓国 滞在

私立の受験が終わったあと国立の受験まで長かったので、私はなかなかやる気が出
ずに最後に焦って詰め込めるだけ詰め込んで勉強しました。そのため試験の前日や
結果発表の日は不安でいっぱいでした。合格したと知った時にはとても驚きました
が、これからは自信を持って充実した大学生活を送りたいです。

一橋大学 法学部
久保咲月 さん
アメリカ(OH) 滞在

代ゼミに入って初めて授業をこれほどまで楽しいと思えるようになりました。担任の先生
には親身になって志望理由書や出願のサポートをしていただき、そのおかげで無事合格
することができました。代ゼミ入学時には自信のなかった学力も頑張り次第で自信を持て
るようになります。後輩の皆さんも頑張ってください。

一橋大学 法学部
佐藤七海 さん
ドイツ 滞在

合格できました！未だに信じられません！
何度も心が折れそうになりましたが、その度に支えてくださり、最後まで私のことを信じて
くださった先生方や友人のお陰です。ありがとうございました！代ゼミで良かった！

一橋大学 経済学部
猪俣晏理 さん
フランス 滞在

これにて受験生活終了です！僕が一橋大学に合格することができるなんてまさか夢にも
思っていなかったので、合格掲示を見たとき嬉しくて目から“汗”が滝のように出てきてし
まいました。これも全て代ゼミの先生方やチューターさん達のお陰です！サンキュー代ゼ
ミ、フォーエバー代ゼミ！

一橋大学 経済学部
大森文洋 さん
香港 滞在

代ゼミは学生一人ひとりに最適な環境を与えてくれたと思います。そして勉学に関する面
だけではなく、コミュニティーそのものも右に出るところは他にないと思いました。皆さんも
自分の志望校に向かって切磋琢磨して悔いのない受験生活を送ってください！

一橋大学 経済学部
菅野允有子 さん
タイ 滞在

最後まで応援してくれた友人や先生方にとても感謝しています。私がここまで来られたの
は、周りの人に支えてもらったおかげです。代ゼミの先生方やチューターさんは最後まで
面接を見てくれたり、相談に乗ってくれるので、みなさんも最後まで頑張ってください。

一橋大学 商学部
松田智乃 さん
アメリカ(CA) 滞在

合格できて嬉しいです。代ゼミ、とっても楽しいです。代ゼミに通ったことで、かけがえの
ない仲間とも出会えたと思っています。皆さんも頑張ってください。

一橋大学 社会学部
伊藤誠 さん
フランス 滞在

一橋大学に合格したことが信じられません。すごく嬉しいです！！！受験勉強中は弱気
になっていましたが、今まで努力した甲斐がありました。最後まで支えてくれた先生方と
チューターの皆さん、本当にありがとうございました！

一橋大学 社会学部
建内瑛貴 さん
ドイツ 滞在

一橋大学社会学部の合格を勝ち取ることができてめっちゃ嬉しい！発表は僕にとって奇
跡的瞬間だった。感動！代ゼミは僕にとって家族であった。すごく温かくて、at home な感
じがすごく魅力的である。今までず～っと温かく見守ってくれていた先生方、チューターさ
ん、僕を支えてくれてありがとう！心から感謝している！

横浜国立大学 教育人間科学部
人間文化課程
本橋遥香 さん
アメリカ(AL) 滞在

第一志望であった横国に合格できて、とても嬉しいです！受験で大切なのは、自信を持
つこと、そして自分について再度見つめ直すことです！滞在国での経験や自分の考えを
代ゼミの仲間や先生達と話して、自分がどんな人間で何がしたいのかを考えてみてくださ
いね。アットホームな環境でお互いに切磋琢磨できるのが代ゼミの魅力です。

横浜国立大学 経済学部
国際経済学科
横山倫 さん
アメリカ(CA) 滞在

私は帰国の４カ月ほど前から代ゼミに通うことを決めていたので、受験についてわからな
いことがあれば、すぐにメールして代ゼミの先生に聞いていました。帰国前から手厚いサ
ポートをしてくれる塾なんて代ゼミの他に聞いたことがありません！皆さんもできるだけ早
い時期に代ゼミに通うことを決めましょう！

横浜国立大学 経営学部
国際経営学科
井上杏樹 さん
メキシコ 滞在

第一志望だった横国に合格できて本当に嬉しいです！！夏から頑張ってきて良かったで
す。代ゼミの先生方やチューターさん、励まし合った友達のおかげで受験を乗り越えられ
たと思います。本当にありがとうございました！

横浜市立大学
国際総合科学部 経営科学系
楠本恵美 さん
アメリカ(OH) 滞在

受験のことを何も知らずに帰国した私ですが、無事に大学に受かることができました。代
ゼミでは先生方が支えてくださり、チューターさんに励まされ、楽しい時間を過ごすことが
できました！大学に入っても代ゼミで知り合った仲間との関係を大切にしていきたいで
す。みなさん、ファイト！！

横浜市立大学
国際総合科学部 経営科学系
竹原綾汰 さん
シンガポール 滞在

代ゼミでの受験生活を通して、その大学で学びたいという意思の強さが小論文への取り
組みや面接での熱意に変わるのだと強く感じた。受験に怯える必要はない。努力してき
た自分を信じ、必要な準備を落ち着いて行うことが最高の結果を出すことにつながるから
だ。

横浜市立大学
国際総合科学部 理学系
足古莉乃 さん
カナダ(NS) 滞在

化学や生物が心配でしたが、チューターさんにちょっとでもわからない問題や分野があれ
ば質問することができたので、力がついたと思います。また、講師の方々も授業以外の
相談にものってくれたので自信をつけて受験することができました。合格できて嬉しいで
す。

横浜市立大学
国際総合科学部 理学系
松井晋 さん
中国 滞在

無事大学に合格することができました。日々の勉強も大事ですけれども、それと同じくら
い事務局の人達の助けも大きかったです。ありがとうございました。特に担任の先生には
大変おせわになりました。

金沢大学
人間社会学域 国際学類
徳永恵美 さん
シンガポール 滞在

この大学に入学できたのは、何度も落ち続けてきた私を手厚く指導し、励ましてくれたす
ばらしい先生方と、支えてくれた仲間達のおかげです。自分の望んでいた大学に落ちて
も、あきらめずに次に進む精神は大事です。それを教えてくれのは代ゼミでした。代ゼミ
で育んできたものは絶対無駄ではありません。

浜松医科大学 医学部
看護学科
松岡桃子 さん
アメリカ(KY) 滞在

代ゼミで受験に必要な知識などを沢山教えて頂けたお陰で、念願だった国立大に合格す
る事が出来ました！何度も添削してくださった先生方やチューターさん、辛い受験期も一
緒になって支えてくれた仲間たちに心から感謝しています。本当にありがとうございまし
た！

京都大学 法学部
緒方淑乃 さん
イギリス 滞在

日本に帰国後は自分で考えていた以上にやらなければいけないことが多く、時間はある
ようで足りません。代ゼミの先生方やチューターさんたちの助けを最大限に借りて、受験
に備えて頑張ってください。

京都大学 法学部
匿名希望
欧州 滞在

代ゼミは講師の先生方やチューターさんと生徒との距離がとても近く、いつでも質問や相
談をすることができるアットホームな環境でした。帰国入試の右も左もわからなかった私
に親身になって指導していただき感謝しています。

大阪大学 外国語学部
スペイン語専攻
高橋美圭 さん
アメリカ(MS) 滞在

小論文の過去問を何度も書き直し、代ゼミの先生方に見てもらったおかげで合格するこ
とができました。また、志望理由書を担任の先生やチューターさんに見てもらい、面接の
練習も丁寧にしてもらったおかげで合格できました。

大阪大学 外国語学部
フランス語専攻
牧野真子 さん
韓国 滞在

代ゼミで行う授業に参加し予習や復習を怠らず毎日コツコツ勉強することが合格へと繋
がっていくと思います。最後まで諦めず努力したら、絶対結果がついてくると思うので頑
張ってください。

大阪府立大学
現代システム科学域
石丸悠太郎 さん
台湾・香港 滞在

授業だけではなく、面接練習や豊富な過去問によって合格できたのだと思っています。帰
国子女入試にもたくさんの選択肢があるので、いろいろ調べてみて自分のやりたいこと
のできる大学をみつけてください。チューターさんに聞いたり先生に聞いたりできるのでう
まく活かしてがんばって下さい。志望校に合格できるよう応援しています。

神戸市外国語大学
外国語学部 英米語学科
宮田香央里 さん
フランス 滞在

先生方やチューターさんの助けのおかげで、無事に合格することができて良かったです。
代ゼミでは、小論文と英語の試験対策はもちろん、志望理由書の添削や面接練習もしっ
かりしてくださいます。また生徒同士も仲が良く、受験をするにあたって最高の環境だと
思います。皆さん、悔いの残らないように頑張ってください！

九州大学 経済学部
経済・経営学科
横藤美緒 さん
アメリカ(CA) 滞在

筆記試験のための勉強の他に、とても不安に感じていた志望理由書の作成や面接の練
習も見てもらうことができたため、無事に合格することができました。

【 私立大学 】
慶應義塾大学 法学部
法律学科
栗林美樹 さん
メキシコ 滞在

すごく不安だったけれど、先生とチューターさんと面接練習をして自信がつきました。あり
がとうございました。帰国して早慶の入試まであっという間です。集中して頑張ってくださ
い！少しでも不安になったら先生かチューターさんに相談すれば必ず助けてくれます。

慶應義塾大学 法学部
法律学科
柵山莉子 さん
ブルネイ・ダルサラーム 滞在

合格しましたー！面接など不安がたくさんありましたが、代ゼミの先生方やチューターさ
んがたくさん練習におつきあいしてくださったおかげで、本番は自信を持って臨めまし
た！！ありがとうございました！！代ゼミはとても温かい場所です。

慶應義塾大学 法学部
法律学科
副島史緒 さん
カナダ(AB) 滞在

第一志望であった慶應の法学部に合格でき嬉しいです。面接の対策が充実していて、本
番も緊張せずに臨むことができました。小論文の添削システムはとても助けになりまし
た。

慶應義塾大学 法学部
法律学科
早川傑人 さん
アメリカ(NY) 滞在

帰国受験は一般に比べると一見やることが少ないように見えますが、やらなければいけ
ないことの多くは一夜漬けで身に付くものではありません。皆さんも滞在国にまだいるう
ちから意識を高めて志望校に合格できるように頑張ってください。

慶應義塾大学 法学部
法律学科
松本光資 さん
アメリカ(IL) 滞在

合格できて嬉しいです！皆さんも代ゼミでの一期一会の出会いを大切にして頑張ってく
ださい！代ゼミの近くのラーメン屋でおすすめは代々木商店です！

慶應義塾大学 法学部
政治学科
天野友輔 さん
イギリス 滞在

第一志望であった慶應義塾大学に合格できて本当に嬉しいです。チューターさんとの面
接が役に立ちました。２か月はあっという間でした。皆さん頑張って下さい。

慶應義塾大学 法学部
政治学科
杉本奈沙華 さん
アメリカ(CA) 滞在

代ゼミの講師やチューター、担任の先生にサポートしてもらい合格できました。一緒に頑
張れる良い仲間にも出会うことができて、代ゼミに通って本当に良かったと思いました。
皆さんも第一志望に向けて頑張ってください！！！

慶應義塾大学 法学部
政治学科
永野真理子 さん
アメリカ(CA) 滞在

アメリカにいた頃から目指していた慶應の法学部に合格できてとてもうれしいです。チュ
ーターさんとの面接の練習が本番でとても役に立ちました。夏の２か月の勉強は長いよう
であっという間に過ぎてしまうので気を抜かずに頑張って下さい！

慶應義塾大学 経済学部
馬場永希也 さん
香港・タイ 滞在

慶應義塾大学 商学部
宮尾蒼太 さん
アメリカ(NJ) 滞在

慶應義塾大学 文学部
大矢明璃 さん
アメリカ(IL･MI) 滞在
慶應義塾大学 総合政策学部
栄森紀之 さん
オランダ 滞在

合格できて嬉しいです！試験や面接の準備に終りはないので、準備を怠らないようにし
よう！私はチューターのみなさんに助けてもらったので、今度は私が後輩のみなさんを助
ける番かなと思っています！みんな来てね♡♡
合格できて嬉しいです！！受験で大事なのは自分を信じる事です。「これだけ努力して頑
張ったのだから受からないはずはない！！」。 このような気持ちで受験に挑んでくださ
い。心配する必要はありません。先生方やチューターの方々がしっかりとサポートしてく
れます。だから自信を持って、悔いの残らないように精一杯頑張ってください。
合格しました！慶應の文学部は面接重視だと聞いていたので、試験日直前までチュータ
ーさんとの面接練習を続けました。そのおかげか本番では緊張せずに思いっきり言いた
いことを言えました。やはり練習と復習は欠かせないようです。
先生方のサポートはもちろん、周りの仲間たちと切磋琢磨、刺激しあいながら日々を過ご
しました。最終的には自分との闘いなので忍耐強く頑張ってください。

慶應義塾大学 環境情報学部
熊谷公輔 さん
ニュージーランド 滞在

担任の先生を信じていれば何とかなります。頑張ってください。

慶應義塾大学 環境情報学部
竹村采花 さん
カナダ(BC) 滞在

私は、２年間カナダに滞在していたのですが、滞在期間が短く帰国当初は受験に向けて
の準備がまったく整っていない状態でした。その中でしっかりサポートしていただき、大き
な前進をすることができたように思います。代ゼミ、講師の皆さん、担任の先生、友人に
感謝でいっぱいです。

慶應義塾大学 環境情報学部
野田卓冶 さん
アメリカ(CA) 滞在

代ゼミは大学入試に関する情報がとても豊富なので、とにかく活用しまくりましょう。理系
は勉強する科目が多くてたいへんですが、理系クラスの担任が熱血指導してくれるので、
今日も代ゼミで勉強するぞ！という気持ちにさせられました。皆さんも志望校目指して代
ゼミで頑張ってください。

早稲田大学 政治経済学部
国際政治経済学科
青沼美月 さん
アメリカ(CA･IN) 滞在

憧れの父と同じ早稲田の政経に合格できて、とても嬉しいです。“本番はどうにかなるだ
ろう”と甘く考えていた私を、何度も面接の練習に誘ってくださった担任の先生には本当
に感謝しています。代ゼミの先生方、チューターのみなさん、寮のみんな、家族、そして一
緒に受験勉強に励んできた仲間がいなかったら、この合格は無かったと思います。

早稲田大学 政治経済学部
国際政治経済学科
清水香映 さん
アメリカ(TX) 滞在

第一志望の大学に受かって良かったです！全て素晴らしいチューターさんや担任の先生
のおかげです。大変なことも多かったのですが、頑張れば絶対受かります。皆さんも頑張
って下さい！！

早稲田大学 文化構想学部
宮本詩穂 さん
香港 滞在
早稲田大学 文化構想学部
村田理沙 さん
アメリカ(MI) 滞在

私が大学に合格できたのは、担任の先生方、授業を教えて下さった先生方、チューター
さん、そして代ゼミでできた友達のおかげです。先生方にたくさん分からないところを質問
し、アドバイスを聞いていれば絶対大丈夫です！！
合格できてうれしいです。先生方やチューターさんのアドバイスがとても参考になりまし
た。焦らず、ゆっくり頑張ってください。

早稲田大学 教育学部
教育学科 初等教育学専攻
小川雄大 さん
アメリカ(AZ･VT) 滞在

初めての受験だったので、合格できた達成感がとてつもないです。小論文や面接は何度
も練習することが本当に大切です。自分で用意した面接の答えを、担任の先生やチュー
ターさんに訂正してもらう中で、新しい知識や考えを身に付けられるので、代ゼミ全体を
頼ることが大事だと思います。

早稲田大学 教育学部
教育学科 初等教育学専攻
山内奈津絵 さん
アメリカ(NY) 滞在

帰国後は代ゼミでの授業を一生懸命受けることが大切です。「これだけやったんだから大
丈夫だろう」と思える状態になることで、落ち着いて試験に取り組めると思います。自分に
自信を持てるかどうかが合否を決めるカギになると感じています。これから帰国生入試を
受ける皆さん、頑張ってください。心から応援しています。

早稲田大学 社会科学部
小関果穂 さん
台湾 滞在

代ゼミ入学後は、テキストに載っている問題や自分が受ける大学の過去問を、できるだ
け多く解きましょう。いろいろなタイプの問題に慣れ、出題傾向を把握しておくことで、自分
の弱点を発見することができました。海外にいる間も、帰国した後も、今やるべき事を明
確に意識して、合格に向かって頑張ってください。

早稲田大学 人間科学部
人間環境学科
矢野凛太朗 さん
アメリカ(OR) 滞在

私はＳＡＴがものすごく低かったけれど、早稲田に受かりました！早稲田は本当に当日試
験重視でした！代ゼミの面接練習のおかげで、面接試験でも稼げたのだと思います。私
は過去問をやりまくって、添削を受けて、面接練習をしました。それで合格できます！！

早稲田大学 先進理工学部
応用化学科
金英雄 さん
韓国 滞在

自信を持って筆記試験と面接を受験すること。合格するには、ちゃんと科目を勉強するこ
とが必要だ。そして、筆記試験後にダメだと思わない方がいい。

上智大学 文学部
哲学科
中村継蘭 さん
アメリカ(GA) 滞在

小論文は合格ラインに達するまで、いっぱい書き続けました。面接練習はチューターと楽
しみながら。合格うれしい～～～～♡

上智大学 文学部
ドイツ文学科
辻次誠宏 さん
カナダ(BC) 滞在

親身になってサポートしてくれる先生方や代ゼミでできた仲間達のおかげで、最後までく
じけずに頑張れました。私にとって大きく成長できた受験生活でした。後悔しないように目
標を見つめ、がんばりましょう！

上智大学 総合人間科学部
教育学科
照井沙季 さん
アメリカ(CA) 滞在

代ゼミに来たことで第一志望の教育学科に受かることができました！担任の先生、チュ
ーターさん、そして講師の先生方のお陰です！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 総合人間科学部
心理学科
鬼柳那奈子 さん
アメリカ(TX) 滞在

合格できると思っていなかったので、とても嬉しいです。高校の成績があまり良くなくて
も、本番の小論文と面接で挽回できる可能性が十分にあります。諦めないで頑張ってくだ
さい。また友達同士で面接練習をしたり、友達の力が大きかったです。

上智大学 総合人間科学部
社会学科
稲山奈々 さん
タイ 滞在

うれしいっ！チューターで戻ってくるから待っててね！成績悪くても、ＴＯＥＦＬ悪くても大学
って受かるよ！キセキ☆ミラクル☆

上智大学 総合人間科学部
社会学科
野村理子 さん
韓国 滞在

代ゼミに来て本当によかったです。先生方には本当に感謝しています。代ゼミは自分次
第でどんどん自分が変われる環境です。なぜならここにはすばらしい先生方のサポート
があるから！みなさんも第一志望合格に向けて頑張ってください。何よりも絶対に受かる
んだという思いが大事！応援しています＾＾

上智大学 法学部
法律学科
藤田 莉穂 さん
アメリカ(GA) 滞在

無事志望校に合格することができました！感謝の気持ちでいっぱいです。受験で大
切なのは、絶対に受かりたいという意思です。その意思があれば困難な試練もすべ
て乗り越えられます。ですから皆さん、強い意思をもって頑張ってください。必ず結果
はついてきます！
受験校全て合格できて嬉しいです！！とにかく必死でやれば、合格できると思います。小
論文は先生の添削を見直して向上させ、面接は先生やチューターさんと練習すれば自信
がつきます。

上智大学 法学部
国際関係法学科
中川美紀 さん
アメリカ(NC) 滞在
上智大学 経済学部 経済学科
加藤大登 さん
アメリカ(AL) 滞在

代ゼミには帰国生入試のエキスパートである先生方や、帰国受験経験者であるチュータ
ーさん、そして親身になって生徒のことを考えてくれる担任の先生方がサポートしてくれる
という、最高の環境が整っています。代ゼミを目一杯活用して頑張ってください。

上智大学 外国語学部
フランス語学科
本間梨乃 さん
アメリカ・韓国 滞在

第一志望の大学に合格できて嬉しいです。代ゼミの熱心なサポートに感謝しています。
自分が満足するまで過去問を解き、面接の練習を何回もすれば合格への道は開けま
す。

上智大学 外国語学部
ロシア語学科
兼子美帆 さん
アメリカ(MI) 滞在

第一志望の大学、学科に合格してとてもうれしいです。学科試験が他の学科と全然違
い、自分の勉強していることが正しいのか不安がありましたが、先生方やチューターさん
のおかげで、本番は自信を持って試験を受けることができました。代ゼミに来て良かった
と思っています。

上智大学
総合グローバル学部
末唯奈 さん
アメリカ(CT) 滞在

私が合格できたのは、代ゼミの先生方やチューターの方々が親身になって指導してくださ
ったおかげです。試験日の前日まで自信が持てなかった私を信じてくれる存在があった
からこそ、当日は思いっきり楽しんで試験を受けることができました。代ゼミに通っていて
本当に良かった！ありがとうございました。

上智大学 理工学部
機能創造理工学科
小野悠貴 さん
アメリカ(OH) 滞在

正直試験が終わった後、これは不合格だなと思っていた分、合格の発表があった時はと
てもびっくりしました。僕からこれから受験する後輩にできるアドバイスは、どこの大学を
受けるにしてもベストだけは尽くして下さい。そうすれば結果は必ずついて来ます。

青山学院大学
地球社会共生学部
芦田量 さん
カナダ(SK) 滞在

今でも信じられないという気持ちです。先生方によるサポート、チューターさんの的確なア
ドバイス、そして同じ目標を持って勉強する仲間達がいたためモチベーションが上がりま
した。このような環境だからこそ自分も頑張れました。“やりました”と少し誇ろうと思いま
す。

青山学院大学
地球社会共生学部
小菅陸 さん
カナダ(BC) 滞在

代ゼミに行って良かったなと思います。最後まで親身になってサポートして下さった担任
の先生をはじめ、多くの先生方にお世話になり、本当にありがとうございました。合格でき
た喜びを忘れないようにこれからも頑張りたいと思います。

学習院大学 文学部
英語英米文化学科
川田愛奈 さん
オーストラリア 滞在

学習院大学に合格できたことは先生方のサポートやチューターさんのおかげだと思いま
す。特に担任の先生が、大学選び等の相談に快くのって下さったことが合格の決め手で
す。受験を控えている皆さん、最後まで諦めず頑張って下さい！

国際基督教大学
教養学部
山口はるか さん
香港 滞在

私は海外生活が長かったこともあり、予備校に入ろうか迷っていました。しかし、初日から
クラスの皆や先生方が優しく接してくださったので、今では本当に代ゼミ生で良かったと
思います。代ゼミは温かい場所です。これから受験をする皆さん、ここ代ゼミで一生涯の
友達、先生、そして学びに出会ってください。

芝浦工業大学 工学部
通信工学科
香月剛 さん
カナダ(BC) 滞在

第一志望の芝浦工業大学に無事合格することができてとても嬉しいです。この喜びを一
生忘れることはないでしょう。代ゼミを信じて勉強していれば必ず幸せになれます。

中央大学 経済学部
国際経済学科
西山昌吾 さん
韓国 滞在

代ゼミはとても雰囲気が良いので皆と話しやすく、先生やチューターさん、友人からいろ
いろな情報をもらいました。小論文は書いたものを専門家に見てもらって、意見をもらうこ
とが重要だと思います。面接も担任の先生やチューターさんに何度も練習してもらい、本
番で緊張しても言葉が自然と出てくるようになりました。

中央大学 経済学部
公共・環境経済学科
野口桃花 さん
カナダ(BC) 滞在

片岡先生やチューターさんとの面接練習の成果が出て、本当に嬉しく思っています！！
自分に自信をもって挑めば、必ず結果は実るので、最後まで諦めないで頑張ってくださ
い。

日本大学 理工学部
応用情報工学科
佐藤望 さん
アメリカ(OH) 滞在

無事大学生になることができました。とても嬉しいです。代ゼミの授業はとてもわかりやす
く、また楽しく受けることができるので、毎日出席することができました。これから受験する
後輩のみなさんも担任の先生の言うことを聞いて頑張ってください。

日本大学 生物資源科学部
生命農学科
福岡慎吾 さん
イギリス 滞在

代ゼミの授業は、人によって「厳しい」と感じるかもしれないが、喰らい付いていけばその
分だけ実力が付く。初めは誰でも「自分は人より劣っている」と思うけれど、その時は昔の
自分を思い出すとよい。「当時は解らなかったけれど今は理解できる。」と思う時が絶対
あるから。

法政大学 理工学部
機械工学科
小谷光生 さん
アメリカ(CA) 滞在

無事に法政大学に合格することができてとても嬉しいです。担任の先生やチューターの
方々のおかげです。どうもありがとうございました。

法政大学 デザイン工学部
建築学科
中本雄土 さん
カナダ(BC) 滞在

代ゼミの先生達のおかげで、何とか受かりました。とても嬉しいです。これからも勉強を続
けていきたいと思います。

明治大学 法学部
児島壮 さん
タイ 滞在

代ゼミの職員の方々と仲間のおかげで、大学に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
国際日本学部
濱田桃子 さん
ドイツ 滞在

代ゼミのおかげで合格することができました。代ゼミはとても温かい人々が集まっている
場所なので、辛い受験も乗り越えることができました。本当に感謝しています。代ゼミに
入ればきっと大丈夫！！頑張ってください！！

明治学院大学 国際学部
渡邊彩乃 さん
台湾 滞在

代ゼミの先生にはすごくお世話になりました！！４ヶ月大変でしたが、本当に代ゼミで勉
強できてよかったです！ありがとうございました！

同志社大学 文学部
美学芸術学科
難波純也 さん
ドイツ 滞在
関西大学 総合情報学部
山下大輝 さん
アメリカ(OH) 滞在
関西学院大学 国際学部
山中沙映 さん
中国 滞在
関西学院大学 文学部
文学言語学科
藤本悠莉子 さん
ニュージーランド 滞在

本当に嬉しいとしか言えません。ＩＢを落とした時は大学には入れないのでは、と泣きまし
たが、何とか合格できました。代ゼミでは講師の方だけでなく担任、チューターなど多くの
方々に支えられ、助けられました。本当に代ゼミに入ってよかったと痛感しています。本
当に合格できて泣くほどうれしいです。
合格してうれしいです。チューターさんに面接をたくさん練習してもらえたおかげで合格し
ました。ありがとうございました。

チューターさんが細かいところまで面接の練習をしてくれたので、実際に面接で柔軟に対
応することができました。

試験前日までチューターさんや周りの友達に支えてもらい無事第一志望の大学に合格す
ることが出来ました。私は代ゼミに出会っていなければ合格できていなかったと思いま
す。本当に本当に感謝の言葉しか出ません。ありがとうございました！

関西学院大学 商学部
山田真菜 さん
中国 滞在

一言で言うと、嬉しいです。関学は受かると思っていなかったので、驚きもあるけど、嬉し
かったです。家族みんなが喜んでくれました。勉強をしっかりすれば受かると思います。
代ゼミは、担任の先生やチューターさんが優しくてフレンドリーなので楽しく過ごせまし
た。

甲南大学 文学部
人間科学科
坂口香奈子 さん
中国 滞在

担任の先生やチューターさん、講師の方々の多くのフォローで無事合格することができま
した。代ゼミの先生方は面白くて個性あふれる授業を受けることができます。とにかく「合
格」という言葉が見られた時は嬉しかったです！努力すれば自分に合った学校に行ける
から後輩のみんな頑張って下さい！

◆◇◆ ２０１５年度入試 代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。）

★早慶上智大に１６３名合格！
★早稲田大７２名、慶應義塾大４９名、上智大４２名合格！
☆慶應義塾大・法学部１７名合格！、早稲田大・政治経済学部（ＡＯ入試）４名合格！
☆関西学院大３２名、青山学院大１８名、明治大１１名、学習院大８名、国際基督教大８名、中央大８名合格！
日本大１０名、法政大６名、立教大４名、同志社大２名、関西大４名合格！

★国公立大に７４名合格！
★一橋大に９名合格！（法３名、経済３名、商１名、社会２名合格）
★大阪大の全合格者６名中、代ゼミ生が４名合格！（外国語学部、医学部・保健は代ゼミ生が独占）
★国立大医学部看護学科に３名進学！
★東京大（文一）、京都大３名合格！

★横浜国立大に７名合格！（経済３、経営２、教育人間科学２）

★横浜市立大に１２名合格！（国際教養１、国際都市５、経営科学４、理学系２）
★東京外国語大３名、浜松医科大（看護）２名、筑波大２名、お茶の水女子大２名、東京学芸大２名合格！
★大阪市立大３名、大阪府立大３名、神戸市外国語大４名合格！
☆北大、九州大、千葉大、東京農工大、富山大、金沢大、広島大など、全国の国公立大に多数合格！

※一部 2014 年度秋期入学合格者を含む。

