２０１６年度入試
帰国大学受験コース生

合格の声！

【 国公立大学 】
北海道大学 理学部
物理学科
那須海渡 さん
ドイツ 滞在
北海道大学 工学部
機械知能工学科
古川真巳 さん
メキシコ 滞在

代ゼミでの勉強はとにかく楽しいです。授業で説明を聞き、わからないところを質問する。
そして講師の方々と様々な会話を通してもっと学びたいという気持ちを保ち続けることが
できます。その環境の中で勉強を続けていれば、自ずと志望校合格という結果はついて
くると思います。皆さんも、ぜひ代ゼミで勉強を楽しんでもらいたいと思います。
合格できて嬉しいです。毎日の復習をしっかりやって、ケアレスミスには気をつけましょ
う。字はきれいに書きましょう。頑張ってください。

北海道大学 文学部
栗田奈波 さん
ドイツ 滞在

代ゼミの小論文と現代文読解に真面目に取り組み、過去問を解いていれば自然と書く力
はついてきます。国公立大学でも自信を持って受験することをお勧めします！今は不安
かもしれませんが、代ゼミの温かい先生方や楽しい仲間、頼りになるチューターさんが全
力でサポートしてくれます。安心して受験に向かって頑張ってください！

東北大学 工学部
材料科学総合学科
菊池顕生 さん
アメリカ（ＡＬ）滞在

合格できて安心しました。正直言ってセンター試験の結果が芳しくなかったので不安でし
たが、綿密に面接対策を行ったのが合格につながったのだと思います。帰国受験は、こ
つこつ勉強すれば結果が後からついてきます。後輩のみなさんも先生やスタッフを信じて
邁進してください。

京都大学 経済学部
門野彩来 さん
アメリカ（ＩＮ）滞在

６月から始まり、長いようであっという間に過ぎた受験生活でしたが、代ゼミで勉強できて
本当に良かったです。気分が落ち込んでも他のみんなや先生方に励まされて、志望校合
格を得ることができました。代ゼミには、お互いを高め合える仲間とそして面白くて温かい
先生方が待っています。皆さんも、代ゼミで志望校合格を勝ち取ってください。

大阪大学 基礎工学部
システム科学科
木水祐孝 さん
韓国 滞在

代ゼミを選んだ理由は、帰国入試に関する情報量や講師陣という点で代ゼミが優れてい
るからです。受験勉強を始めるのは早ければ早いほど良いです。希望の進路が決まった
その瞬間から、その大学に入るには何が必要か、といったことを考えて準備を進めてくだ
さい。皆さんの健闘を祈ります。

一橋大学 商学部
岡本文 さん
アメリカ（ＮＪ）滞在

滞在国でのアドバイスとして、まずは様々な課外活動に参加してください。滞在国には日
本にはない貴重な機会が溢れています。様々な経験をすることで小論文や面接で使える
自分ならではの強みを見つめられます。また、統一試験の勉強を早めに始めてください。
代ゼミと自分を信じて最後まで頑張ってください。

一橋大学 商学部
恒松玲央 さん
アメリカ（ＧＡ）滞在

嬉しいの一言です。合格校を得て受験をやめようと思いましたが、続けて良かったです。
最後まで残って勉強することでとても多くのものを得られました。代ゼミには多くの資源が
あります。先生やチューター、小論文の添削、本棚にある本などを有効活用することで合
格に近づけると思います。皆さんも頑張ってください。

一橋大学 経済学部
岩崎泰季 さん
アメリカ（ＭＮ）滞在

厳しい受験の途中では弱気になってしまうことも多々あると思いますが、その度にどれだ
けストイックに、自分に厳しく接することができるか、それが受験の攻略の鍵になるでしょ
う。ここで積んだ経験は、大学入学後や社会に出た後でも活きる経験となるはずです。頑
張りましょう！

一橋大学 社会学部
平松佑里英 さん
アメリカ（ＰＡ）滞在

私が最後まで諦めずに来られたのは、代ゼミで一緒に頑張り励ましてくれた友達や何度
も答案を添削してくださった先生方、親身に指導してくださった担任やチューターさんの存
在があったからです。一橋大学は本番の試験が全て。自分はダメだ、と諦めずに、粘り強
く頑張ってください。

筑波大学 生命環境学群
生物資源学類
南雲亮佑 さん
アメリカ（ＶＴ）滞在

担任の先生と講師の方々のおかげで、合格できました。勉強の量は多いですがやった
分、身につくし、自信を持って試験に臨めます。理系は人数も少ないので、一人ひとりを
しっかり見てくれて、挫折せずに頑張れます。

宇都宮大学 国際学部
関孝善 さん
韓国 滞在

受験について何も知らないままでの帰国でしたが、無事に国立に合格できました。
先生方とチューターさんのおかげだと思っています。本当にありがとうございまし
た！

埼玉大学 教養学部
菅沼毅 さん
中国 滞在

国立大学に受かった！よかった～～
まず、半年以上ずっと応援してくださった先生やチューターさんに感謝します。私は日本
に帰国したばかりの頃は日本語力がなくて、小論文がうまく書けませんでした。しかし、自
信を持って、最後まで諦めずに頑張ればきっとよい結果がでます。

お茶の水女子大学
文教育学部 人文科学科
橋本瑞穂 さん
オランダ 滞在

志望大学に無事合格することができて本当に嬉しいです！！最後の鍵となったのは小
論文の強化だったのですが、小論文の先生方の協力のおかげで、自分のアイディアを十
分に表現する力をつけられたと思います。他にも、チューターさんや先生方と本番直前ま
で面接練習をしてもらい、本番も焦らずできました！

東京外国語大学 国際社会学部
西南ヨーロッパ第１地域（フランス語）
林愛琳 さん
韓国 滞在

ずっと行きたかった大学に合格することができて嬉しいです。最後まで面接や小論文の
サポートをしてくださった先生方やチューターさんに本当に感謝しています。東外大は根
気よく準備すれば、それに見合った結果が出ると思います。課題図書をよく読み込んで
自分なりの考えをまとめること、面接準備を怠らないことは必須です！

東京外国語大学
国際社会学部 日本地域（日本語）
三井理紗子 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

国立大学はより明確な志望理由や将来設計が求められますが、代ゼミの先生やチュー
ターさんとよく話し合えば問題ないと思います。帰国受験を振り返って一つ言えることは、
努力した分だけ必ず結果がついてくるということです。気を抜かずに代ゼミで日々しっか
り勉強してください。

東京学芸大学 教育学部
Ｄ類 養護教育専攻
戸田菜々美 さん
アメリカ（ＩＬ）滞在

ずっと入りたかった大学に合格できて本当に嬉しいです。将来なりたい職業につながる
学科をあきらめなくて良かった。今までサポートしてくださった担任の先生、代ゼミの仲間
には感謝です。気持ちがあれば何でもできると教えてもらいました。代ゼミに来れば勉強
しやすい環境が整っているし、何度でも面接練習ができます。ありがとうございました。

東京学芸大学 教育学部
Ｅ類 カウンセリングコース
南悠斗 さん
アメリカ（ＯＨ）滞在

私は今回の受験が人生初の受験で、どう対策していくべきか全くわかりませんでした。そ
こで助けてくれたのが代ゼミの講師の方々、チューターや担任の先生、そして代ゼミに通
う友人たちでした。私は、代ゼミの皆さんのサポートのお陰で将来の夢につながる志望校
に合格できたと思います。

横浜国立大学 経済学部
経済システム学科
田村凛太朗 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

僕は代ゼミで授業を受けて初めて勉強が楽しいと思うことができました。それだけ先生た
ちの授業が素晴らしいと思います。授業以外にもいろいろサポートしてくださりとても助か
りました。ありがとうございました。

横浜国立大学 経営学部
経営システム科学科
吉田開人 さん
韓国 滞在

第一志望だった横国の“経シ”に合格できて本当に嬉しいです！あまり合格者を出してい
ない学科もあると思いますが、そういう時は「今まで受けてきた人は真剣にそこを目指し
て勉強してこなかったから」と考えましょう。志望校に向けて全力で頑張れば必ず結果は
ついてきます。自分の意思を強く持てばどんな大学でも合格を勝ち取れるはずです！

横浜国立大学 経営学部
国際経営学科
告野謙 さん
アメリカ（ＩＬ）・タイ 滞在

代ゼミ大阪南校は、大阪市の「なんば」に位置しており、大阪府内だけでなく、京都や神
戸からも多くの優秀な学友が集う学習の場であり、学業に集中するのに最適な環境でし
た。皆さんもこの環境を利用して合格を勝ち取ってください。

横浜市立大学
国際総合科学部 経営科学系
島谷伊武樹 さん
オーストラリア 滞在

国公立大に受かるのは親孝行なので、ぜひ受かりましょう。代ゼミの先生とチューターさ
んがいれば、国公立大でも怖気づくことはありません。頑張ってください。

愛知県立大学
情報科学部
山口栄樹 さん
中国 滞在

合格できて嬉しいです。日本でいう数 B と数 III の範囲を現地で勉強していなかったので、
戻ってきたときは大変でしたが、先生方が親切に教えてくださったので合格することがで
きました。本当に感謝しています。国公立大でも数学ができれば、合格はそれほど難しく
はないので、頑張ってください。

大阪府立大学 工学域
物質化学系学類
味野光汰 さん
中国 滞在
大阪市立大学 文学部
樋口和宏 さん
アメリカ（ＩＬ）滞在
九州工業大学 工学部
建設社会工学科
趙博陽 さん
中国 滞在

合格できてうれしいです。代ゼミのサテライン授業をしっかり受け、複数回同じ問題を解く
など、復習を徹底して行えば実力が着実につくので、後輩のみなさんも頑張ってくださ
い。
小論文の授業は、テーマについての小論文を書くだけでなく、その問題について討論し、
そのあとに先生が詳しく説明してくださるので、自分で考えそれを論理的に展開する力が
つきます。また、級友たちと共に学んでいくことにより、楽しく勉強することができました。
代ゼミで学べて良かったと、心の底から思っています。
自分の好きな学科に合格できて嬉しいです。試験や面接よりも出願の期限に間に合うか
が心配でしたが、志望理由書の指導も受けてちゃんと合格できて良かったです。

【 私立大学 】
慶應義塾大学 法学部
法律学科
佐々木真由 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

自信を持って受験に臨むことは非常に重要です。様々な人達と接し、客観的に自分を見
つめ、本番に備えてください。私は大好きな仲間と、素晴らしい講師の方々の授業を楽し
んだ結果、合格を頂きました。代ゼミという帰国生の特質と個性を守り育てるこの場所で
是非自分を高めてください！

慶應義塾大学 法学部
政治学科
森田礼奈 さん
イギリス 滞在

代ゼミの先生方はとても親切で、進路の相談等も親身に行ってくださいました。大学受験
の勉強だけでなく、出願や大学選びなどやるべきことはたくさんあります。先生方にアドバ
イスをもらいながら、合格を目指してください。

慶應義塾大学 法学部
政治学科
日吉遥香 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

ずっと行きたかった大学に合格できて本当に嬉しいです！代ゼミでは、たくさんの仲間と
助け合い、先生方やチューターさんからはたくさんアドバイスを頂きました。本当に代ゼミ
は温かい人が多く、アットホームな感じでした。ありがとうございました。みなさんも、大変
だと思いますが、代ゼミの仲間と共に頑張ってください！

慶應義塾大学 法学部
政治学科
田中愛乃 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

慶應義塾大学の法学部政治学科に合格できて嬉しいです。私の受けたＦＩＴ入試は少し
特殊で大変なこともありましたが、友達や先生方がグループ討論の練習と書類の作成の
手助けをしてくれたことによって、無事に乗り越えることができました。４月からは大学生
として、精一杯 頑張ります！

慶應義塾大学
総合政策学部
成田茜 さん
オランダ 滞在

志望大学に合格でき本当に嬉しいです。代ゼミで学ぶことは、受験のためだけでなく人生
において大事なことばかりでした。帰国入試の小論文や面接は「自分を見つめ直す」きっ
かけにもなります。励まし合い切磋琢磨できる友人は一生の友達だと思います！！人生
においてとても貴重な時間だと思うので、色々な事を沢山吸収できるよう励んでください。

慶應義塾大学
総合政策学部
上野香乃実 さん
スペイン 滞在

代ゼミの小論文講座はとても役に立ちました。先生方が一から丁寧に教えてくださったお
かげで合格できました。先生方だけでなく、出願資料作成でもスタッフの方に本当にお世
話になりました。また共に学ぶ仲間がいたことで良い刺激になったと思います。代ゼミを
選んで本当によかったです。ありがとうございました。

慶應義塾大学
環境情報学部
河野勇輝 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

TOEFL や SAT のスコアが低くても努力次第で志望校に受かります。私は２月に試験が行
われる一般入試を英語と小論文で受けて慶應義塾大学環境情報学部に合格しました！

慶應義塾大学 理工学部
学門５
前田祐成 さん
韓国 滞在

代ゼミの先生やチューターさんのおかげで合格することができました！！理系は試験科
目が多くて大変だったりするけど、さぼらずにコツコツやることが大切！！おもしろい講師
が多くて授業も楽しかったです。そして、担任やチューターとの面接練習もとっても役に立
ちました！！みなさんも頑張ってください！！

早稲田大学 政治経済学部
経済学科
藤川夏奈美 さん
オランダ 滞在

代ゼミに通ったことで励ましあえる友達ができたことと、将来にも通じる面接テクニックを
学べたことなど、本当に感謝しても仕切れません。自分の将来の夢などを考えるきっかけ
にもなりました。本当にありがとうございました。オランダ滞在時からずっと代ゼミにお世
話になりました。チューターの方々、先生方、ありがとうございました＆お元気で！！

早稲田大学 文化構想学部
金井友里奈 さん
ニュージーランド 滞在

ニュージーランドにいたので、早稲田の入試の数日前まで現地校に通ったり、そこでの課
題をやらなくてはならず、受かるか不安でしたが、合格できてとっても嬉しいです！代ゼミ
の冬期一時帰国生コースに通ったりして早めに勉強を始めたのと、面接練習をしてもらえ
たのが良かったと思います。皆さんも自分を信じて頑張ってください！

早稲田大学 文化構想学部
岸田名央 さん
チェコ 滞在

合格できてとても嬉しいです。アドバイスとしては、早いうちから大学の資料請求を行い志
望理由を考えておくべきだと思います。代ゼミには多くの力のある講師、チューターさん、
スタッフの方がサポートしてくれるので、安心して勉学に励むことができます。自習室や充
実した代ゼミのサポート体制をしっかり活用して頑張ってください。

早稲田大学 商学部
久保真衣子 さん
アメリカ（ＯＨ）滞在

帰国後、受験までの短期間でやらなければならないことがたくさんあり不安でしたが、代
ゼミの仲間や講師の支えを得て、第一志望の大学に合格することができました。結果は
自分の頑張り次第なので、後輩の皆さんも勉強以外の誘惑に負けずに頑張ってほしいと
思います。

早稲田大学 商学部
梁ルウ さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

第一志望校に合格できて嬉しいです！いつも親身になって相談に乗ってくれたチュータ
ーと先生の方々ありがとうございました。代ゼミに入って、お互いに支え合え、励まし合え
る友達にも出会えて本当に良かったです。毎日ちゃんと授業を受け、過去問や小論文は
できるだけたくさん解いて、落ち着いて試験に臨めば大丈夫です！

早稲田大学 教育学部
教育学科 教育学専修
高畑涼奈 さん
ベルギー 滞在

私は、先生やスタッフの方々、チューターさんに受験のサポートをしていただきながら、代
ゼミの仲間と共に勉強を頑張ることができる素晴らしい環境の中で、大学受験をすること
ができました。皆さんも時間と代ゼミのカリキュラムを有効に活用して、受験を乗り越えて
ください！！

早稲田大学 教育学部
英語英文学科
中村未来 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

初めての受験だったので、不安なところはたくさんありましたが、周りにいた先生たち、そ
して仲間に助けられ落ち着いて受けることができました！

早稲田大学 教育学部
社会科学科 社会科学専修
黒川玲花 さん
韓国 滞在

一言で表すと、感謝です！最初は本当に不安だらけでしたが、代ゼミの先生方のおかげ
で合格することができました。受験勉強は大変で不安なこともいっぱいあると思います
が、頑張ってください！頑張った分だけ結果に表れます！

早稲田大学 先進理工学部
電気・情報生命工学科
周房津子 さん
中国 滞在

８月に入ってから数学と理科の勉強を真剣に頑張りました。夏の授業の復習がとても大
事だと感じました。理系の帰国受験はとても大変です。くじけそうになることもあると思い
ますが、努力した人は報われます！合格を勝ち取りましょう！

早稲田大学 社会科学部
社会科学科
吉谷花恋 さん
イギリス 滞在

将来の夢が曖昧だった私は、代ゼミの日々を通して先生方やチューターの方々のサポー
トがあって、くじけることなく突っ走ることができました。人生の中で一つの分岐点である
大学受験で自分があらゆる面で成長できたと思っています。切磋琢磨できる環境で一生
に一度しかないこの時間を一生の思い出にしましょう！

上智大学 文学部 哲学科
中村花音 さん
アメリカ（ＰＡ）滞在

受かってよかったです。私は読書の時間を多く持つように心がけていました。過去問を解
いて、チューターさんときちんと面接すれば大丈夫だと思います。

上智大学 文学部
哲学科
廣瀬彩乃 さん
アメリカ（ＭＡ）滞在

受かった！！やった！！代ゼミに来て、たくさんの友人、教員に恵まれて、無事上智大学
に受かることができました！！担任の先生がすごく親身に私たちのお世話をしてくれまし
た！本当に感謝しています。そして代ゼミの先生方全員に感謝してもしきれません！！
本当にありがとうございました！！

上智大学 文学部
ドイツ文学科
齊藤有香 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

合格することができて本当に嬉しいです！合格することが出来たのは、全部担任の先生
をはじめ、講師の方々やチューターさんたちのサポートのおかげです。代ゼミで出会った
クラスのみんなと高めていけたことも良かったです。ありがとうございました！！

上智大学 文学部
ドイツ文学科
山田ひかり さん
香港・マカオ 滞在

チューターさんと面接練習を重ねるたびに、面接に慣れてきて、本番では練習と同じよう
にすることができました。代ゼミに毎日休まず通うことにより、様々な知識が身に付きまし
た。ありがとうございました。

上智大学 文学部 新聞学科
浮島雄翔 さん
シンガポール 滞在
上智大学 文学部
新聞学科
杉山萌香 さん
香港 滞在
総合人間科学部
教育学科
四十谷杏子 さん
タイ 滞在

本気の目標に、本気で努力すれば、その努力は報われると思います。

予備校は堅苦しい場だと勝手に思っていましたが、代ゼミでは素晴らしい先生方、優しい
担任の先生、切磋琢磨しあえる仲間に出会え、そんな考えは吹き飛びました。面接練習
や小論文の添削は当日とても役立ち、心から代ゼミに入って良かったと思っています。合
格、本当に嬉しいです！ありがとうございました！

上智大学

無事合格できて、安心と嬉しさでいっぱいです。小論文は、先生のアドバイスを聞いて、
何度も沢山書けば伸びると思います。担任の先生も志望動機をじっくり時間をかけて直し
ていただけたので、そのような先生方のサポートのおかげで合格できたのだと思います。

上智大学

代ゼミでは最高の仲間や先生に出会うことができました。私は小論文がとても苦手でした
が、先生に添削していただいたり質問したりして、何とか受験を乗り切ることができまし
た。これから受験に臨む皆さん、頑張ってください！

総合人間科学部
社会学科
酒井瑞希 さん
シンガポール 滞在
上智大学 法学部
法律学科
倉田真悠子 さん
ベトナム 滞在

受験は一人では乗り越えられません。常に恐怖と不安が心を埋め尽くします。しかし代ゼ
ミでの学びが、受験時に背中を押してくれる強い支えになってくれました。講師やスタッフ
の方々、そして仲間たちと共に戦い合格を得ることができました！

上智大学 法学部
法律学科
浜住美里 さん
アイルランド 滞在

帰国受験で大切なことは、自分が大学に入って何をしたいかを明確にしておくことです。
私は、初めから法学部を目指していたので、法学部対策の小論文を解き、法学系の知識
を蓄えることに集中して勉強を進めることができました。大学入学後の自分を想像しなが
ら、日々の勉強を楽しんでください。

上智大学 法学部
国際関係法学科
足立彩奈 さん
香港 滞在

合格できてよかった！すべては代ゼミのおかげです。担任の先生や小論文の先生、チュ
ーターさんについてきてよかった。周りが帰国生だらけの中、私は日本の高校に編入した
高校生なので不安だったけれど、大丈夫でした。代ゼミは国内高校生にも優しい。本当に
代ゼミでよかったと心から思います。

上智大学 法学部
地球環境法学科
藤田美月 さん
アメリカ（ＮＪ）滞在

初めは小論文も面接も不安でしたが、チューターさんや先生のアドバイスのおかげで、少
しずつ上達し、試験を突破することができました。小論文が書けなくても、面接で自分の
想いを精一杯ぶつければ絶対に受かります。面接練習をとにかくたくさんやって慣れるこ
とが大切です。

上智大学 経済学部
経済学科
八下田裕汰 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

自分の第一志望校に受かれてよかったです。代ゼミの授業に毎日サボらず出れば結果
はついてくる。代ゼミの先生やチューターは頼れるから利用できるだけ利用してください。
どの人も快く丁寧に対応してくれます。代ゼミサイコーー！！！！

上智大学 経済学部
経営学科
樋口聖馬 さん
シンガポール 滞在

浪人しなくてよかったです。代ゼミはみなさんがやさしくて、人あたりがよくて勉強しやすか
ったです。大学でも励みます。

上智大学 外国語学部
英語学科
熊本惟升 さん
台湾 滞在

チューターさんとの面接練習を毎日繰り返しました。筆記試験も先輩たちにどのように勉
強したらいいかアドバイスを頂き実践した結果、とても行きたかった上智大学の学部に合
格することができました。達成感！！

上智大学 外国語学部
ドイツ語学科
伊藤桃子 さん
インドネシア 滞在

本当に合格できてうれしいです！インドネシアでの学校がまだ終わっていなかったので、
インドネシアに戻り入試の３日前に日本に帰って来たけれど、インドネシアにいる間も先
生方がメールを通じてサポートしてくれたので、心強かったです。また、チューターさんと
の面接練習はとても為になりました。

青山学院大学
地球社会共生学部
岡本クリスティーンさやか さん
カナダ（ＢＣ）滞在

第一志望に合格できてとても嬉しいです。やればできます。代ゼミのチューターさんたち
や先生のサポート、代ゼミ生の仲間のサポートがあって、色々支えられました。ここまで
良い予備校はなかなかないと思います＼(^O^)／わーい

学習院大学 法学部
政治学科
如水貴実花 さん
韓国 滞在

無事に合格しましたが、私の力だけでは合格できなかったと思います。代ゼミの先生、チ
ューターさんは親身になって指導してくださり、沢山お世話になりました。また、親や友
人、応援してくださった方々に感謝をしてもしきれません！本当にありがとうございまし
た。これから大学に入ったら、自分の学びたい分野に一生懸命取り組もうと思います！

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学科
高橋美有紀 さん
アメリカ（ＴＸ）滞在

講師の方やチューターさん、担任の先生のサポートのおかげで合格することができまし
た。代ゼミの仲間からも支えてもらい志望校に合格でき、私はとても嬉しいです！！

国際基督教大学 教養学部
卯木大地 さん
アメリカ（ＧＡ）滞在

先生やチューターの方々が、小論文や面接、志望理由書の書き方など、細かいところま
でみてくれました。代ゼミで勉強して、志望校に合格してください。

国際基督教大学 教養学部
大家理沙 さん
アメリカ（ＴＮ）滞在

私が大学に合格できたのは、代ゼミの先生方、チューターの皆様の丁寧なご指導のおか
げです。諦めず、自分の力を信じて頑張りましょう。勉強すればするだけ、自分の自信と
なり力となります。心配するよりも、まず挑戦してみる。帰国生には、それだけの力がある
と信じています。

国際基督教大学 教養学部
高橋美季 さん
アメリカ（ＷＡ）滞在

大学受験は時間との勝負なのです。これはマイペースな人にとってこれ以上ない恐怖だ
と思います。しかし、みなさん、安心してください。根からマイペースな私でさえも、代ゼミ
の先生方のサポートにより、無事すべての大学の提出期限を守ることができました。時間
の大切さを一刻も早く意識して受験に臨み、良い結果を出せるように頑張ってください！

国際基督教大学 教養学部
能勢万里奈 さん
南アフリカ 滞在

TOEFL も SAT も思うような点数ではなかったのですが、無事合格することができました。
大阪南校では面接を何回も練習することができて自信にもつながりました。一般生と同じ
自習室を使うことで真剣さをもらえて頑張ることができました。友達との友情も大切です。
それがなければ乗り越えられなかったと思います。

駒澤大学 経済学部
経済学科
山本昂河 さん
アメリカ（ＳＣ）滞在

私は大学に合格できた瞬間、全身で喜びました。やっと自分のいままでの頑張りが報わ
れたと思いました。これから代ゼミにくる後輩の皆さんは、とにかく授業にはきちんと参加
して、わからないところがあったら講師や担任の先生に、なんでも積極的に聞いてくださ
い。

中央大学 法学部
法律学科
三上政輝 さん
韓国 滞在

私は夏から代ゼミに通い、第一志望である中央大学法学部法律学科に合格することがで
きました。まずはお世話になった先生方、チューターのみなさんにお礼を申し上げます。
ありがとうございました。後輩の皆さんが第一志望校に合格できるように応援していま
す！

法政大学
グローバル教養学部
小山木々蕗 さん
アメリカ（ＭＩ）滞在

私はアメリカ滞在年数が長くないため、もっと英語を使いながら学んで行きたいと思い、
全教科の授業を英語で行うＧＩＳに入学を決めました。代ゼミの先生方は個性的で、とて
も楽しくわかりやすく教えてくださいました。クラスメートもフレンドリーで、毎日楽しみなが
ら勉強ができました。今まで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
古江樹 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

講師の方々をはじめスタッフの方々が親身に指導してくださるので毎日の授業を集中し
て受け、スタッフの方々に質問を積極的にすれば志望校に受かるはずです！受験期間
中色々と大変なことがありますが負けずに頑張ってください！

立教大学 社会学部
青木優香 さん
タイ 滞在

無事合格できてうれしいです！受験前は不安だらけでしたが、代ゼミの先生方とチュータ
ーさんの的確なアドバイスやサポート、また切磋琢磨しながら頑張れる代ゼミの仲間に出
会えたおかげで受験を乗り切ることができました。本当にありがとうございました。

同志社大学 法学部
法律学科
松田弘 さん
アメリカ（ＩＬ）滞在

無事、大学生になることができて嬉しいです。志望理由書の添削や面接に向けたアドバ
イスなど、様々なサポートを受けることができ、自信を持って受験することができました。
代ゼミの教員の方々には本当に感謝しています。

同志社大学
スポーツ健康科学部
中井健介 さん
フランス 滞在

代ゼミに来る前は不安に押しつぶされそうでしたが、事務局の方や講師の方にサポート
していただいたため、第一志望に無事合格することができました。
ジュテーム ヨゼミ！！

同志社大学
グローバル地域文化学部
太田夏海 さん
アメリカ（ＧＡ）滞在
関西大学

環境都市工学部
建築学科
尾崎瞳 さん
アメリカ（ＡＺ）滞在

代ゼミでは、小論文、英語の試験対策はもちろん願書の書き方から面接の仕方まで合格
するためのサポートを十分にしてくださいます。このサポートをしっかり利用して自分の行
きたい大学に行けるように、悔いのないように頑張ってください。
私は最初、自分と日本の受験生達との学力差に不安を感じていました。しかし、クラス担
任の方々に面接練習や書類を揃えるサポートをしてもらい、対面授業や映像授業を受け
たことで自信を持って試験に挑むことができました。あこがれていた建築学科に合格でき
てとても嬉しいです。

関西学院大学 社会学部
社会学科
岸田有生 さん
チェコ 滞在

正直、合格すると思っていなかったので、合格できてめちゃめちゃ嬉しいです☺ 面接練
習をたくさんしてきて良かったなと思いました。代ゼミの先生方のサポートで受験に対す
る自信もたくさん出てきたし、最高の仲間にも出会えたので、半年間の大阪暮らしが良い
思い出になりました！！

関西学院大学 社会学部
社会学科
吉井奈春 さん
ヨルダン 滞在

第一志望に受かって良かったです。授業をしっかり受けていれば、合格できると思います
ので頑張ってください。

関西学院大学 商学部
山田真菜 さん
中国 滞在
関西学院大学 国際学部
加納建行 さん
香港 滞在
関西学院大学 国際学部
中村梨乃 さん
オーストラリア 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。
帰国前は TOEFL や統一試験の成績がよくなかったため、不安ばかりでした。しかし、代
ゼミでは小論文の構成や英文法など、基礎からしっかりと学ぶことができ、第 1 志望であ
った大学に合格することができました。ここで出会った仲間や先生のことを忘れず、頑張
っていきたいと思います。
面接でだめだと思ったのに受かっていてびっくりしました。本当に嬉しいです。チューター
さんに面接練習を何度もやってもらい、担任にはたくさん相談に乗ってもらいました。講師
の授業もとても分かりやすかったです。サポート体制はとてもよかったです。

関西学院大学 人間福祉学部
社会福祉学科
手操咲季 さん
韓国 滞在

関西学院大学に合格することができたのは担任の先生とチューターさんのおかげです。
講師の先生方にはとても分かりやすく教えて貰いすごくためになりました。更に面接練習
ができたことが大きな力になったと思います。

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ください！

◆◇◆ ２０１７年度入試 代ゼミ帰国生合格速報 ◆◇◆
（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。
）
※2016 年 12 月 9 日現在・最新の合格実績は HP をご覧ください。

★早慶上智・関学大に１６１名合格！
早稲田大４９名、慶應義塾大３６名、上智大４５名、関西学院大３１名合格！
☆岡山大学 IB 入試で４名が合格！
（医学部医学科、医学部保健学科(検査技術)、法、マッチングプログラム）
☆筑波大学 IB 入試で２名が合格
（芸術専門学群、人間学群心理学類）
☆早稲田大学政治経済学部グローバル入試で９名が合格！
青山学院大１８名、学習院大１７名、明治大１５名、国際基督教大１０名、中央大９名、法政大９名、立教大６名合格！
日本大１１名、東洋大８名合格！

２０１７年度入試 合格速報（理系編）
先生方やチューターの先輩方のおかげで合格できました！ありがと
うございます！ 自分が将来どこで何をしたいのかという強烈なイメ
ージを、頭に強くそして具体的に想い浮かべてください。そして、それ
を実現するために、ストイックで効率的な勉強、こうしていれば絶対
に受かるという方法を模索し続けてください。

梶川浩宇 さん
シンガポール 滞在
岡山大学 医学部 医学科 合格
藤田康平 さん
タイ 滞在
岡山大学 医学部 保健学科 検査技術科学
専攻 合格
梅田滉也 さん
アメリカ（ＭＮ）滞在
北海道大学 理学部 物理学科、慶應義塾大学 理工学
部 学門１、慶應義塾大学 環境情報学部 合格
北川峻也 さん
アメリカ（ＩＬ）滞在
北海道大学 工学部 機械知能工学科

合格

初めての大学受験で、早い時期で受かることができたため、すごく余
裕ができました。面接だけだったため、面接がメインの人はたくさん
面接練習を受けることをおススメします。面接を手伝ってくれた先生
方やチューターさんにはすごくお世話になりました。
受かって良かったです。皆さんも頑張ってください。代ゼミでは仲良く
勉強できます。苦しいときは先生やチューターさんに頼ってください。
生徒一人ひとりに真摯な対応で接してくれて、勉強のことだけではな
く、今後のことなどについても相談に乗ってくれます。
無事合格し、代ゼミにとても感謝しています。Live 授業、サテラインゼ
ミ、自習など、いろいろな勉強スタイルを駆使し受験に立ち向かうこと
ができる代ゼミの環境は最高でした。代ゼミありがとう。そして君も代
ゼミで頑張り合格を勝ち取ってください！

石破和弥 さん
イギリス 滞在
九州工業大学 情報工学部 機械情報工学科、青
山学院大学 理工学部 機械創造工学科 合格

九州工業大学に合格することが出来てとても嬉しかったですし、ひと
まず安心しました。担任の先生や講師の先生方、面接練習をしてく
ださったチューターの方々のお陰です。

坂本光翼 さん ミャンマー 滞在
慶應義塾大学 理工学部 学門４、早稲田大学 創
造理工学部 社会環境工学科、法政大学 デザイ
ン工学部 都市環境デザイン工学科 合格

無事合格することができ嬉しいです。人生初の受験で、不安も多くあ
りましたが、その中でやり遂げたという達成感は一生の宝物です。理
系は勉強量も多いですが、代ゼミには映像授業や一般生の授業な
ど、手厚いサポートもそろっています。頑張ってください。

半田丈大 さん アメリカ（ＩＬ）滞在
早稲田大学 創造理工学部 総合機械工学科、早
稲田大学 人間科学部 人間情報科学科、上智大
学 理工学部 機能創造理工学科、法政大学 理工
学部 機械工学科 合格

アメリカで基礎レベルしか日本の数学や理科をやっていなかったが、
夏の間に授業の復習をしっかりやれば、早稲田の問題は解けるよう
になる。化学は覚えることがとても多いので早めに覚えてしまおう。
合格したときの達成感は言葉では言い表せないほどなので、全力で
頑張ろう！

吉田百花 さん
シンガポール 滞在
早稲田大学 人間科学部 人間情報科学科、法政
大学 理工学部 経営システム工学科 合格

数学、小論文、面接、がんばってください。面接練習たくさんやって慣
れてください。

中根舞乃 さん
アメリカ（ＭＩ）滞在
上智大学 総合人間科学部 看護学科、神奈川県
立保健福祉大学 保健福祉学部 看護学科 合格

合格できて安心しました！小論文の授業はとても役に立ちました。
諦めずに書き続けることが大切だと思いました。面接のサポートをし
てくれた先生、チューターさんに感謝です。

草柳世奈 さん 韓国 滞在
上智大学 理工学部 物質生命理工学科、関西学
院大学 理工学部 生命科学科 合格

本当に感謝しております。自習室の設備や環境、過去問練習が本番
で役に立ったと思っております。

大谷有希 さん
オーストリア 滞在
東京海洋大学 海洋生命科学部 食品生産科学
科、明治大学 農学部 農芸化学科 合格

合格したときはとても嬉しかったです。面接練習をしてくださったチュ
ーターさん、自習室で解きまくった過去問を採点してくださった先生
方、支えてくれた担任の先生とクラスの仲間に感謝でいっぱいで
す！！

小野俊一 さん 香港 滞在
関西学院大学 理工学部 環境・応用化学科、大
阪府立大学 現代システム科学域、豊橋技術科学
大学 工学部 合格

合格できて安心しました。担任の先生やチューターの方々には、いろ
いろとサポートしてもらい心強かったです。面接のときは何を問われ
ても落ち着いて答えれば問題ないと思います。

