２０１７年度入試
帰国大学受験コース生

合格の声！

【 国公立大学 】
東京大学 理科一類
梅田滉也 さん
アメリカ（ＭＮ）滞在

受かって本当に良かったです！嬉しすぎて手がうまく動かず文章が書けませんが、これ
まで頑張ってきた成果が出たのだと思います。代ゼミで一般生と混じって勉強したり、帰
国生の仲間と助け合いながら学んだこの１０か月は、志望校への道につながるだけでな
く、人生の貴重な時間となりました。

東京大学 理科一類
坂本光翼 さん
ミャンマー 滞在

合格することができ、とても嬉しいです。受験勉強を頑張った甲斐がありました。代ゼミは
非常にフランクな人が多く、ストレスをあまり感じることなく受験生活を乗り切ることができ
ました。お世話になった先生方やクラスメイト、フレックス・サテライン等、代ゼミすべてに
感謝です！

東京大学 文科三類
平河伴菜 さん
アメリカ（ＴＸ）滞在

代ゼミは常に自分の勉強スタイルに合わせてくれる予備校だと感じました。そして、学習
の上で躓いた時は、自然と手を差し伸べてくれる不思議な力を持っています。また、苦し
くなったときに頼ることのできる、あるいは一緒にいるだけで気持ちが明るくなる仲間と出
会える場所でもあります。本当に色んな人に助けられて感謝しています。

京都大学 法学部
稲別知咲 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

代ゼミの最大の魅力は、講師の方々と生徒の距離が近いところです。自分から積極的に
発言したり、自分の解答を見てもらったりするなど、この恵まれた環境を最大限に活用し
てください！こうして努力し苦労したことの積み重ねが、試験当日の自信につながると思
います。

京都大学 法学部
日野湧也 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在
京都大学 経済学部
永野良輔 さん
イギリス 滞在
京都大学 経済学部
松田莉理 さん
アメリカ（ＴＸ）滞在
京都大学 経済学部
山田萌絵 さん
ドイツ 滞在
一橋大学 経済学部
中島茉琳 さん
アメリカ（ＭＩ）滞在
一橋大学 社会学部
内山優 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在
岡山大学
医学部 医学科
梶川浩宇 さん
シンガポール 滞在

第一志望に合格できて本当に良かった！今までの努力が実ってうれしい限りです。滞在
年数が長い僕でも、代ゼミでは国語を徹底して学ぶことができました。皆さんも最後まで
諦めずに頑張ってください。君なら出来る！
先生からの密接なサポートが受けられるところに代ゼミの魅力を一番感じています。特に
志望理由書についてのアドバイスが役立ったと感じ、実際に面接官からほめていただき
ました。代ゼミの先生方からの的確なアドバイスやサポートを味方に、皆さんの受験での
健闘をお祈りしています！
代ゼミで徹底的に日本語力を向上させたことが、合格につながったと思います。代ゼミは
本当に楽しい講師や生徒が多くて良いところです！
代ゼミは小論文の添削が充実しているので、積極的に添削してもらうことで力をつけるこ
とができます。代ゼミではとても頼り甲斐のある先生方、真摯に相談に乗ってくださるスタ
ッフの方々やチューターの皆さん、そして個性的な仲間たちのお陰で、有意義に過ごすこ
とができました。皆さんも代ゼミで充実した受験生活を送ってください。
まさか受かるとは思っていなかったので、本当に嬉しいです！代ゼミの先生方、チュータ
ーの方々、そして、ここでできた友人達には本当に感謝しています。ありがとうございまし
た。
小論文の書き方を基礎から教えてもらったおかげで無事合格することができました。先生
のサポートはもちろん、仲間とも助け合いながら勉強したのは、とても楽しく、また刺激的
でした。代ゼミのこの温かい環境が大好きです！
先生方やチューターの皆さん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。

北海道大学
工学部 機械知能工学科
北川峻也 さん
アメリカ（ＩＬ）滞在

無事合格しました。同時に代ゼミが私の能力の底上げをしてくれたのだと気づき、とても
感謝しています。サテライン授業、タワー校舎での授業、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！

大阪大学 基礎工学部
システム科学科
杉本裕明 さん
中国 滞在

帰国受験には代ゼミが不可欠です。帰国生の仲間と助け合うこともできるし、チューター
さんのアドバイスや励ましも力になります。担任の先生はまるで親のように面倒をみてく
ださいます。お陰で僕も１０ヵ月間、諦めずに頑張ることができました。これから受験され
る皆さん、代ゼミで何とかなることを信じて頑張ってください！

大阪大学 外国語学部
外国語学科 英語専攻
下村隆之助 さん
アメリカ（ＯＨ）滞在

帰国前から、志望校、志望学部をかなりタイトに厳選しておいたことで一貫性のある学習
ができ、合格を勝ち取ることができました。友達の勉強量や周りの合否に左右されず、自
分のペースでメリハリのある勉強を心掛けるといいと思います。代ゼミ万歳！

九州大学 農学部
玉理美月 さん
台湾 滞在

代ゼミの先生は親切な方々ばかりでした。途中で挫折しそうになることもありましたが、気
持ちを強く持つことが一番重要です。そうすれば、必ず良い結果に結びつきます。授業は
もちろん放課後の自習も重要です。

九州大学
経済学部 経済・経営学科
中島世之彦 さん
フィリピン 滞在

代ゼミに来てとても良かったと思っている。先生の指導の的確さ、クラス担任の充実した
サポート、アットホームな環境が九州大学に受かった要因でした。自分の可能性を最大
限に生かしてくれたのが代々木ゼミナールでした。自分が旧帝大を受けて合格できたの
は代ゼミのおかげです。

筑波大学
社会・国際学群 国際総合学類
河西里咲 さん
アメリカ（ＭＩ）滞在

目標だった国立大学に合格できて本当に嬉しいです！！帰国前は、受験に全くといって
いいほど自信がなかったのですが、代ゼミの授業ではしっかり対策ができるので少しず
つ自信がついていったと思います。また、最高の仲間と出会い、励まし合いながら楽しく
過ごせました。丁寧に指導してくださった先生方に本当に感謝しています。

筑波大学
医学群 看護学類
中根舞乃 さん
アメリカ（ＭＩ）滞在

合格発表まで自信がなかったのですが、無事第一志望に受かることができました。ほん
とうに良かったです！努力は必ず報われると思います。手厚いサポートをしてくださった
担任の先生、何度も面接の練習に付き合ってくれたチューターの皆さんに感謝です。そし
て一緒に頑張ってきた代ゼミの仲間たちもありがとう！

筑波大学 体育専門学群
鳴尾裕貴 さん
ニュージーランド 滞在

私は３年間ニュージーランドに留学し、ラグビー漬けの毎日を過ごしていました。代ゼミで
は、先生方の丁寧で熱心な指導のおかげで、筑波大学に合格することができました。み
なさんも最後まで諦めずに頑張ってください。

東京外国語大学 国際社会学部
北アメリカ地域 英語
岩片るり さん
アメリカ（ＮＣ）滞在

ずっと第一志望だった東京外大に合格できて本当にうれしいです。小論文は課題図書か
ら出題されます。自分が大学で学びたいことにつなげて考える習慣や、それに伴う知識
を代ゼミでの外大小論対策授業や面接練習、そして図書室にある本などから得ることが
できました。代ゼミで頑張ってきて本当によかったです。

東京外国語大学 国際社会学部
東アジア地域 中国語
益森有祐実 さん
韓国 滞在

本当に代ゼミの先生（特に担任の先生！）と先輩方の助けがあったからこそ合格すること
ができました！本当に感謝です！！ありがとうございました！！！

東京海洋大学 海洋生命科学部
食品生産科学科
大谷有希 さん
オーストリア 滞在

私は高校ではドイツ語で学んでいたため、英語資格の提出が必要で試験科目に英語の
小論文がある東京海洋大は、最初は志望校から除外していましたが受けて良かったと思
います。合格した時はとても嬉しかったです。面接をしてくださったチューターさん、指導し
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。

東京農工大学
工学部 化学システム工学科
小野俊一 さん
香港 滞在

第一志望校に合格できてよかったです。担任の先生やチューターの方々のサポートは充
実していて面接の練習やどの学科だったら自分がやりたいことができるかなどの相談に
ものってくれて、とても助かりました。講師も皆個性的で楽しく勉強することができました。
今回の結果は自分の力だけでなく、代ゼミの方々の協力があってこそだと思っています。

東京農工大学
工学部 有機材料化学科
藤田康平 さん
タイ 滞在

志望の大学に合格できて良かったです。最初は合格できないだろうと思っていた大学に
受かりました。皆さんも気負いすぎずに頑張ってください。

お茶の水女子大学
文教育学部 人間社会科学科
笹谷泉水 さん
トルコ 滞在

代ゼミでたくさんの国から来た様々な帰国生と帰国受験についてとても詳しい先生方や
チューターさんに囲まれ、充実した環境で勉強に集中できた結果、無事国立の第一志望
校であるお茶の水女子大学に合格することができました。みなさんも代ゼミをフル活用し
て、息抜きをしながら受験を頑張ってください！！

お茶の水女子大学
文教育学部 人間社会科学科
髙木彩実 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

本を絶対に何冊か読んでください。私は新聞をとっていないのでニュースピックスというア
プリで毎日教育に関するニュースを読みました。普段から自分の興味のある分野につい
て考え、面接試験では深みのある答えを言えるようにしておくと良いと思います。

お茶の水女子大学
文教育学部 人文科学科
吉次絢香 さん
イギリス 滞在

晴れて合格することができたのは先生方のサポートや充実した環境があったからです。
出願のサポートや進路相談、直前まで面接練習をして頂き、当日も焦らずに試験を受け
ることができました。また、図書室や自習室、添削制度は非常に便利でした。本当にあり
がとうございました。

横浜国立大学 経済学部
小関ラヤ さん
タイ 滞在
横浜国立大学 経済学部
島田星彦 さん
カナダ（ＢＣ）滞在
横浜国立大学 経済学部
菅沼豊 さん
中国 滞在
横浜国立大学 経済学部
高師大輔 さん
イギリス 滞在
横浜国立大学 経済学部
真継悠 さん
イタリア 滞在
横浜国立大学 経営学部
伊藤祐弥 さん
アメリカ（ＯＨ）滞在

ずっと行きたかった大学に合格できて良かったです。合格まで頑張ってこられたのは、代
ゼミの先生方やチューターさんのサポートがあったからです。

11 月末まで頑張っていた甲斐があったと心から思うことが出来ました！チューターさんや
先生に協力していただいて面接の練習をたくさんしたのが良かったのだと思います。過
去問は自分が納得できるだけして本番に臨みましょう！皆さんも自分と自分の努力を信
じて最後まで受験を頑張ってください。
無事合格することができ嬉しいです。帰国から受験までの期間に集中して学力を伸ばす
ことができました。先生やチューターのサポートがあるので、とても助かりました。

最後まで諦めずに頑張って本当に良かったです。受験中は勉強も大事ですが、体調を崩
さないようにしてください。私はチューターさんや友人に助けてもらって、最後までやり遂
げることができました。皆さんも周りの人を頼りにしながら受験して良い結果を収めてくだ
さい。
正直、落ちたと思っていましたが、合格をいただくことができました。代ゼミの先生方や友
人のおかげでここまでやれました。本当にありがとうございました。

私は代ゼミに入学後、努力をしてきました。１日 10 時間近く机に向かい、終わった時の達
成感はひとしおです。皆さんも頑張って努力して合格してください。講師の方々への質問
と、自習を繰り返すことをおススメします。

信州大学 繊維学部
機械・ロボット学科
雜賀椿 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

夏・秋の勉強を終え、集大成といえる１１月に国立大学に無事合格することができ安心し
ました。夏に基礎からしっかり教えていただいたおかげで、遅れていた日本の勉強も身に
付けることができました。夏を乗り切れば必ず良い結果が出せます。

九州工業大学
情報工学部 機械情報工学科
石破和弥 さん
イギリス 滞在

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、安心しました。これも担
任の先生を始め、教材研究センターの先生や講師の為近先生と西村先生、面接練習を
してくださったチューターの方々のおかげです。

横浜市立大学
国際総合科学部 国際教養学系
白崎明亜 さん
台湾 滞在

先生方、チューターさん、同級生のみんなの支えがあって、無事合格することができまし
た。私はアジア圏の現地校出身だったので英語に自信がなかったのですが、環境に屈せ
ずしっかりと勉強すれば大丈夫です！過去問と面接練習を重点的に頑張れば合格でき

横浜市立大学
国際総合科学部 国際教養学系
髙木夏美 さん
台湾 滞在

国公立の大学に進学したかったので、横浜市立大学に合格することができて嬉しかった
です。代ゼミでは先生や友達が支えてくれて、とても心強かったです。

ます！☺

名古屋市立大学 芸術工学部
建築都市デザイン学科
曽根拓実 さん
アメリカ（ＣＴ）滞在

自分が行きたいと考えている大学に合格できて非常にうれしく思っています。また担任の
先生を始めとする代ゼミの方々には、本当感謝しています。名市大は小論文と面接の試
験形式のため、日々のニュースのフォローとチューターの方々との面接練習は非常に重
要です。私自身、面接が苦手でしたが合格で自信が付きました。

名古屋市立大学
人文社会学部 国際文化学科
今井悠介 さん
シンガポール 滞在

６月から合格まで自分を信じて頑張ってきた甲斐がありました！皆さんも自分を信じて頑
張ってください。自分を信じて努力すれば結果はついてきます！！

大阪市立大学 文学部
清水英里香 さん
アメリカ（ＴＮ）滞在
大阪市立大学 文学部
藤﨑幸子ナデージュ さん
フランス 滞在

無事合格できて安心しました。一番心配だった面接は志望理由の添削をしてもらう中で
大学で学びたいことを固め、練習で自信を持てたので、落ち着いて本番に挑むことがで
きました。
自分の満足のいく大学、大阪市立大学に合格できたのは、過去問題を根気よく、繰り返
し解いていたのと、面接練習を何回もしたからです。そこにはスタッフさんやチューターさ
んの協力がありました。本当に感謝しています。受かったときの嬉しさは半端ないです！
頑張ってよかったです！

大阪府立大学
現代システム科学域
櫻井幸志 さん
イギリス 滞在

合格して嬉しかったです。(^^) 面接試験は、聞かれたことを短く答えるのではなく、自己
アピールを入れながらしゃべったほうがいい。小論文を書いたら、先生のところに持って
いき見てもらうことを繰り返すことが大事だと思う。

神戸市外国語大学
外国語学部 英米学科
堀山泰貴 さん
アメリカ（ＭＩ）滞在

合格できて嬉しいです。代ゼミでは、英語や現代文をまんべんなく上達させることができ、
チューターさんや講師の方と面接練習をすることができます。また、同じように受験をする
仲間がいるので、心強いです。面接では何か聞かれたら答え＋αで、積極的に自分の
言いたいことを面接官に伝えるとよいと思う。

神戸市外国語大学
外国語学部 国際関係学科
梁壱星 さん
オランダ 滞在

自分がやりたいことを把握することが重要です。それがあれば、講師やチューター、担任
の方々から適切なアドバイスを貰うことができます。最終的にそのアドバイスを自ら昇華
する必要はありますが、自分のやりたいことを具体化できるサポート体制は素晴らしいで
す。

県立広島大学
生命環境学部 生命科学科
大﨑毅 さん
アメリカ（ＡＺ）滞在

県立広島大を受けるまでに他大学を不合格になって諦めそうになったけれど、担任や
様々な先生方、チューターの方々のサポートが合格につながったと思います。なので今
後受験する人も諦めず最後まで頑張ってください。

【 私立大学 】
早稲田大学 政治経済学部
国際政治経済学科
山崎沙羅 さん
イギリス 滞在
早稲田大学 法学部
大越陸 さん
アメリカ（ＣＯ）滞在

帰国入試は短い期間に多くの大学が実施するので、たくさんの大学を受験して可能性を
広げましょう。帰国入試は出願書類など出願前の準備が鍵を握ると思います。代ゼミは、
担任の先生やチューターのサポートが充実しているので有効に使いました。
まさか自分が第一志望に合格するとは・・・、未だに信じられません。単身留学で３年のみ
の滞在という不利な状況の中、不安になることも多々ありましたが、代ゼミの充実したサ
ポート体制のおかげで戦略的に受験勉強を進めることができました。感無量です。

早稲田大学 法学部
濱田梨央 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

一人暮らしをしながらの受験で不安だらけの私を、サポートしてくれた先生方やベルヴュ
タワー寮での生活のおかげで奇跡が起きました！志望理由書などで悩んでいる時、親身
になって相談にのってくれる先生方や友達にとても感謝しています。本当にありがとうご
ざいました！代ゼミ大好きです♥

早稲田大学 文化構想学部
中本日向子 さん
イギリス 滞在

滞在期間が２年と短いこともあり、受験にあたって不安な点が多々ありました。しかし私
が相談すると常に温かく受けとめてくださるスタッフやチューターの方々、納得のいくまで
英文や小論文の添削をしてくださる講師の方々のお陰で不安がなくなり合格することがで
きました。代ゼミの皆と不安を乗り越えて合格を掴んでください。

早稲田大学
教育学部 英語英文学科
百濟里紗 さん
アメリカ（ＭＡ）滞在
早稲田大学 社会科学部
池田華 さん
韓国 滞在

私は私立を１校しか受けなかったので、合格できてホッとしました。私から一つアドバイス
をするとしたら、それは「毎日きちんと授業を受けること」です。当たり前のことかも知れま
せんが、これが意外と難しい。全ての授業を休まずに受けたという事実は想像以上に自
信になるので頑張ってください。
授業に出るのがだるい時もあるし、予習も疲れるけど、合格発表を見て自分の番号を見
つけた時、ちゃんと予習をして授業に出てよかったなと思いました。漢字はちゃんと覚え
て、問題はきちんと読んでください。

早稲田大学 創造理工学部
総合機械工学科
半田丈大 さん
アメリカ（ＩＬ）滞在

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
習をしっかりやっておけば、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！

早稲田大学 国際教養学部
藤田芽依 さん
アメリカ（ＴＸ）滞在

代ゼミの先生方は分かりやすく、楽しく教えてくださるので、受験勉強を楽しんでください。
一緒に勉強する仲間は、目標に向かって頑張る刺激になり、支えにもなります。スタッフ
やチューターの方々も様々な面で力になってくださるので、合格という目標に向かって精
一杯力を出し尽くしてください！

慶應義塾大学
法学部 政治学科
佐伯祐衣 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

合格することができて良かったです。チューターの方と何度も面接をしていただいたの
で、本番も落ち着いて臨めました。仲間の存在も心強かったです。

慶應義塾大学
法学部 政治学科
中村有沙 さん
アメリカ（ＭＡ）滞在

私は、最初は小論文に対する抵抗感がとてもあったのですが、代ゼミでの徹底した小論
文指導のおかげで、小論文に対する恐怖心がなくなり、自信を持って試験を受けることが
できました。また、志望理由書を形になるまで添削を何度もしてくださった担任の先生に
は感謝の気持ちでいっぱいです。

慶應義塾大学 経済学部
布施友恵 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

私は代ゼミに来た当初小論文が大の苦手でしたが、過去問を解きしっかりと授業に出る
ことで常にＢ評価を取ることができるようになりました。代ゼミの魅力は互いを高め合う仲
間と、心強いチューターさん、親身に気遣ってくれる先生方に囲まれて学ぶことができる
ことです。この環境で学べることに感謝して、皆さんも目標達成に励んでください。

慶應義塾大学 経済学部
山本梨佳 さん
アメリカ（ＴＸ）滞在

夏の短い期間でも、代ゼミの丁寧な指導やチューターさんのサポートにより、慶應の小論
文と面接に十分に備えることができました。また、代ゼミで作った仲間のおかげで、刺激
をもらいながら楽しく勉強でき、本番の試験にも不安を感じることなく挑むことができまし
た。代ゼミに来て本当に良かったです。

慶應義塾大学 商学部
大森英史 さん
香港 滞在
慶應義塾大学 商学部
鈴木海人 さん
アメリカ（ＷＡ）滞在
慶應義塾大学 商学部
中山奏 さん
アメリカ（ＣＴ）滞在

受かってよかった！後輩へのアドバイスは、自分を信じること、午前中の小論文試験に書
いたことや書けなかったことを考えて午後の面接に臨むこと。ほんとうに代ゼミのおかげ
です。ありがとうございます。
単純にうれしいです。面接に力を入れて臨みましょう。チューターや担任と行う面接の時
間を上手に活用しましょう。代ゼミで学ぶ小論文の書き方などを真剣に聞き、小論文をた
くさん書こう。
代ゼミで学んだことは、どれも志望校に合格するために役に立つことなので、予習と復習
をしっかりすれば必ず成功につながります。挫折しそうになることもありますが、目標を持
って頑張ってください。

慶應義塾大学 総合政策学部
坂本拓海 さん
ベルギー 滞在

素晴らしい講師陣の授業や自習室で満足いくまで学び、アットホームな事務室で気軽に
志望理由や進路について相談できる恵まれた環境が合格に繋がり嬉しいです。何より代
ゼミに入り、将来やりたいことが決まり、このことを面接で主張できたことで大きく成長す
ることができました。

慶應義塾大学 総合政策学部
森下真吏奈 さん
インドネシア 滞在

代ゼミはアットホームでとても楽しかったです。さまざまな国からの帰国生との会話を通し
て刺激を受け、切磋琢磨できました。先生もとても協力的で一人ひとりの生徒をしっかり
サポートしてくれます。受験本番は一人で受けるものですが、支えてくれる仲間や先生が
いることで、代ゼミ一丸となって戦えました。

慶應義塾大学 環境情報学部
長田哲平 さん
イギリス 滞在

合格することができ、とても嬉しいです。初めての帰国生受験でとても不安でしたが、代
ゼミの先生方やチューターの方々の親切なサポートがあり、非常に助かりました。ありが
とうございました。

上智大学
文学部 ドイツ文学科
浦田菜穂 さん
アメリカ（ＯＨ）滞在

第１志望の大学に合格できて本当に嬉しいです！担任の先生を初めとする講師の方々
やチューター、友達、家族などからたくさんのサポートを受けたことは一生忘れません
(^_^)♡♡ 「○○大学に入りたい！」という気持ちを強く持つことが大事だと思います。

上智大学
文学部 ドイツ文学科
遠藤智弘 さん
シンガポール 滞在

志望大学に無事合格することができて嬉しいです。代ゼミの先生方とチューターのみなさ
んのおかげです。ありがとうございました。

上智大学
文学部 ドイツ文学科
下瀬優希 さん
台湾 滞在

念願の大学に合格することができてとても嬉しいです。先生にお願いして圧迫面接の練
習をしてもらったおかげで、当日の面接でも落ち着いて対応することができました。小論
文も代ゼミでやった題と似ていたので、学んだ知識を応用することができました。

上智大学
文学部 ドイツ文学科
夏木萌 さん
中国 滞在

ずっと行きたかった上智大学に合格できてとても嬉しいです。合格できたのは、代ゼミの
クラス担任や先生方が私を見捨てず、最後までサポートしてくれたお陰です。本当にあり
がとうございました。これから受験する皆さんも志望校を目指して頑張ってください！！

上智大学
文学部 フランス文学科
蔭山ラナ さん
フランス 滞在

無事に合格できて嬉しいです。どの授業も当日の試験に役立ったので、充実した科目が
そろっている代ゼミで勉強できて良かったです。面接練習のおかげで当日はあまり緊張
せずに力を発揮できました！

上智大学
文学部 哲学科
今野陽唯 さん
中国 滞在

合格が決まりたくさんの人に祝福されて、こんな幸せなことはないって思いました！中国
の学校の卒業が翌年の３月だったので、夏休みの間だけ代ゼミに通いました。しかしそ
の後も面接練習や出願のことを手厚く見てくださり代ゼミは最高です！過去問や面接練
習を怠らず頑張ってください！

上智大学
法学部 国際関係法学科
方しおん さん
韓国 滞在

本当に受かると思っていなかったので、合格できてとても嬉しいです！早くから丁寧に指
導してくださった代ゼミの先生方やチューターさんをはじめ、応援してくれた家族、友達へ
の感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。努力は報われます！頑張って
ください。

上智大学
法学部 地球環境法学科
亀多瞭介 さん
イギリス 滞在

当初から入りたかった学科に合格でき、とても嬉しいです。代ゼミは校内の雰囲気がとっ
ても明るく、仲の良い友人もすぐできます。講師の方々、担任、チューターさんも非常に親
切で丁寧です。大学選びや勉強方法を担任やチューターの方と話し合うことができ、私も
受験を乗り越えることができました。友人たちと共に合格を目指せる場所です！！

上智大学 総合グローバル学部
安本瑞季 さん
アメリカ（ＩＡ）滞在

第１志望校に合格し、今は嬉しい気持ちでいっぱいです！！アメリカ滞在中は日本の大
学受験に向けて全く準備をしておらずすごく不安でしたが、先生やチューターさんのサポ
ートのおかげで無事合格することができました。代ゼミは図書室や自習室など、勉強でき
る環境が揃っているので、それらをフル活用して頑張ってください！

上智大学
外国語学部 英語学科
道原日菜子 さん
アメリカ（ＩＬ）滞在

海外経験で興味を持った英語と異文化を大学で学びたいと考え、上智の外英を目指して
きたので、合格できてすごく嬉しいです。英語は正直自信がなく、統一試験も満足できる
スコアではなかったのですが、代ゼミの授業で受験に必要な和訳の力をつけることがで
きました。講師の方々、チューターやスタッフの皆さまにお礼をしたいです。

上智大学
外国語学部 フランス語学科
田内穂奈美 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

滞在年数が短く TOEFL の点数も良いわけではなかったのですが、先生方、スタッフの皆
さん、チューターさん達のおかげで合格することができました。過去問や面接練習を重
ね、自分自身を信じ、自信をつけることが重要であると思います。代ゼミのサポートは非
常に手厚く、環境は万全なので頑張ってください。

上智大学 外国語学部
ポルトガル語学科
筒井康祐 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

本気で勉強すれば受かると思います。授業が素晴らしい。仲間を大切にしたら受かると
思います。ありがとうございました。

上智大学 外国語学部
ポルトガル語学科
西澤早希 さん
アメリカ（ＯＨ）滞在

第一志望に合格できてとても嬉しいです！受験は大変だけど、過去問や小論文、また面
接練習を毎日繰り返しやることで、力はつくと思います。チューターさんや先生にも沢山
相談することをおすすめします。それと、代ゼミでできた友達は一生ものだと思うので、み
んなで一緒に頑張っていってください～！

上智大学 理工学部
物質生命理工学科
草柳世奈 さん
韓国 滞在

本当に感謝しております。自習室の設備や環境、過去問へのアクセスのしやすさが本番
で役に立ったと思っております。

上智大学 国際教養学部
小野田幹生 さん
アメリカ（ＮＹ）滞在

受かってとても嬉しかったです。最後まで諦めないで良かったと思いました。

上智大学 国際教養学部
脇明佳音 さん
アメリカ（ＦＬ）滞在

最初は初めての受験でとても不安でしたが、信頼できる仲間が増えるにつれ、代ゼミに
通うことが楽しくなっていきました。そのおかげでつらい時期も乗り越えることができ、今で
は上智大学国際教養学部に進学できることをとても嬉しく思っています。先生方も含め、
とてもアットホームで居心地が良く、代ゼミにして良かったなと思います！

青山学院大学
国際政治経済学部 国際政治学科
三國悠汰 さん
オランダ 滞在

無事、青山学院大学に合格しました。僕の場合は、海外に通算１２年いて、あまり日本語
に自信がなかったのですが、代ゼミの先生方の指導の下、上達することができました。ＩＢ
を履修する後輩へアドバイスがあります。点の取れる科目を選択をしてください。ＣＡＳは
小論文や面接で武器になります。

青山学院大学
社会情報学部
並木賢太 さん
アメリカ（ＯＨ）滞在

苦手な数学が入試科目でしたが合格できました。青チャートの基礎問題をメインに取り組
みました。過去問から対策ができますので、しっかり勉強してください。代ゼミなしでは正
直、合格は取れなかったと感じています。代ゼミ最高。

学習院大学
法学部 法学科
菅野真広 さん
アメリカ（ＯＨ）滞在

私は TOEFL の点数も低く、他の帰国生に比べて英語が出来ないので、小論文に力を入
れて頑張ってきました。代ゼミの先生方は小論文や志望理由書を丁寧に添削してくれる
のでとても助かりましたし、おかげで行きたかった大学に合格することができました。

学習院大学
法学部 法学科
古川真生 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

本当に落ちると思っていました…。でも大丈夫!! 代ゼミなら、帰国受験をする人を一から
指導!! 担任やチューターさんのサポートも強い!! !仲間意識もすごく強いし、頼りがいもあ
る!! ここに通ったから合格できました!!

学習院大学
法学部 法学科
吉田理沙子 さん
中国 滞在

なかなか合格が貰えず不安が募るばかりでした。しかし、現代文や小論文などの基礎を
しっかり学び、講師や担任が親身になってわからないことを教えてくださり、添削もしてい
ただいたおかげで無事合格することができました。最後まであきらめずにやり通せば、目
の前の道は開けるので、頑張ってください。

学習院大学
法学部 政治学科
市島杏莉 さん
台湾 滞在

大学で英語が重視されるなか、英語ができないのはすごく不安でしたが、無事合格でき
ました！成績が悪いぶん、面接と小論文を頑張りました。そのおかげで、漢字や日本語
が改善され、大学でも十分使えそうです。ご指導して頂いた先生方、チューターの方々、
ありがとうございました。

学習院大学
文学部 英語英米文化学科
太田佳音 さん
マレーシア 滞在

私は、マレーシアに１８年滞在し、今まで日本語での勉強を経験したことがなかったので
すが、代ゼミに来て小論文や現代文ができるようになりました。当初は行きたい大学も決
まっておらず、勉強方法も分からなかったですが、その時に助けてくれたのが代ゼミの先
生方です。先生方や仲間のおかげで第一志望の学習院大学に受かることができました。

学習院大学
文学部 史学科
青木大岳 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

ただただバンザイと叫びたい！！！熱心に指導して下さった先生、志望理由書をチェック
して下さった担任の先生、面接練習につきあって下さったチューターさん達、本当にあり
がとうございました。諦めないで頑張ろう！！！

国際基督教大学 教養学部
藤田華奈 さん
アメリカ（ＧＡ）滞在

志望大学に合格できてとても嬉しいです！今まで支えてくれた家族、友人、代ゼミの先生
方、そして一緒に頑張ってきた代ゼミの仲間たちに感謝の気持ちでいっぱいです。今回
の大学受験で努力は報われることを改めて学びました。今まで頑張ってきた自分を信じ
て、自信を持って挑んでください！

国際基督教大学 教養学部
山下瑞貴 さん
アメリカ（ＩＬ）滞在

この大学は私にとってとても魅力的だったので、受かることができて、ただただうれしかっ
たです。小論文の先生方による手厚いサポートと、一緒に頑張った代ゼミの仲間たちや
担任の先生のおかげだと思っています。小論文の数をこなすほど力がつくことを実感しま
した。

中央大学 文学部
人文社会学科 教育学専攻
中田稔里 さん
アメリカ（ＯＨ）滞在

６月に日本に帰国するまで、小論文や面接の練習を全くやっていなかったのでとても不安
でしたが、代ゼミの先生方の丁寧な指導やアドバイスのおかげで、安心して試験に臨む
ことができました。また、一緒に頑張る仲間がいるということは、とても心強く、自分の励
みになりました。

東京農業大学 生物科学部
バイオサイエンス学科
村山稀美 さん
韓国 滞在

無事に合格することができて良かったです。先生やチューターの方々と一緒に準備した
面接は、本番で強い武器となり、花を咲かせることができました。ありがとうございまし
た。

東京理科大学
理工学部 経営工学科
吉田百花 さん
シンガポール 滞在

最後の最後に受かって良かったです。年末の時点では数学も物理も全くできませんでし
たが、何とか分かるようになりました。代ゼミでは模試の解説をしてくれる先生、面接練習
をしてくれるチューターさんもいます。そして困ったらとりあえず担任の先生に頼れば何と
かなります。「いいんじゃない」です。ありがとうございました。

日本大学 生物資源科学部
生物環境工学科
岩山剛 さん
アメリカ（ＳＣ）滞在

日本大学に無事合格できてとても嬉しいです。代ゼミの先生方は親身になって私たちの
ことを考えてくれるので勉強に、より身が入りました。受験は大変ですが、あきらめずに頑
張ってください。

明治大学
政治経済学部 経済学科
髙畠慎太朗 さん
韓国 滞在

無事合格することができました。代ゼミの講師の方々、担任の先生、本当に感謝申し上
げます。受験する際に多くの困難があると思いますが、最後まで諦めないことが一番重
要です。コツコツと努力を積み重ねることができれば必ず合格できます。皆さんも頑張っ
てください！

明治大学
法学部 法律学科
荒木陸 さん
アメリカ（ＧＡ）滞在

先生たちの手助けと同級生のおかげで合格することができました。長いようで短い３ヵ月
を最後までやりきったからこそ、結果が出たのだと思っています。

明治大学 国際日本学部
堀江莉嘉 さん
中国 滞在
明治大学 国際日本学部
山神有加 さん
アメリカ（ＣＡ）滞在

第１志望だったので無事受かって良かったです！！小論文も面接もとにかく練習あるの
み！小論文の添削コメントやチューターさん達からのアドバイスをしっかり受け止め、自
分の弱点を意識しながらそれらを練習中に克服するように頑張りましょう！帰国生受験と
は自分との戦いだと思うので。ファイト！
無事志望校に合格できて嬉しいです！合格できたのは、支え合ってきた代ゼミの友達と
先生やチューターさんのおかげです！受験中、つらいこともあるけど、そんなときは１人で
溜め込まずに皆に相談しましょう！皆、親身にアドバイスを与えてくれ、頑張れます！

立教大学
現代心理学部 心理学科
三上直央 さん
カナダ（ＢＣ）滞在

約５ヵ月、諦めないで頑張って良かったと思っています。７月から今まで、先生方や友達
に支えられて無事立教に合格することができ、代ゼミには感謝でいっぱいです。小論文
の書き方を一から教えてもらって、たくさん小論文を書いたので、それがどんどん自信に
つながりました。代ゼミはアットホームでみんなと仲良くなれたことが嬉しいです。

関西学院大学
法学部 法律学科
民輪莉華 さん
中国 滞在

チューターさん、スタッフの皆さん、みんな優しいです。一人で悩まずに、進路についてな
ど相談しましょう。自分が志望する学部に関連するニュースは、見ておいたほうが良いと
思います。

関西学院大学 商学部
渡邉快人 さん
カナダ（ＢＣ）滞在
関西学院大学 国際学部
辻本倫太郎 さん
タイ 滞在

第一志望で目指してきた大学に合格でき、満足感でいっぱいです。努力は必ず報われる
ので、毎日の勉強をコツコツと頑張ってください。代ゼミの講師は質問に対して丁寧に答
えてくれ、チューターのサポートも充実しており合格へとつながりました。
チューターさんがいるので積極的に面接練習をして本番にそなえよう！志望理由書のア
ドバイスもしてくれるので、積極的に活用しよう！合格したときの喜びは最高！

