２０１８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 文科一類
匿名希望
アメリカ（CA）滞在

Even if you don’t have confidence in a particular subject, don’t give up! As long as you
continue to work hard (instead of handing out often), you’ll be able to end up your dream
school. Good luck!

京都大学 法学部
坂本葉月 さん
インド 滞在

私はこれまで受験をしたことがなかったので、帰国したばかりの頃は不安でいっぱいでし
たが、代ゼミでの時間が私の自信になり、本番の試験や面接に挑むことができました。講
師の方々、クラス担任やチューターの方々のサポートやアドバイスによって、無事第１志
望に合格することができました。

京都大学 法学部
髙島真央 さん
アメリカ（NY）滞在

国公立大受験では、私立大受験後の半年間、受験に耐える精神力と持久力、そして志
望する大学・学部に対する熱意が必要となります。自分に逃げ道を作らず、チャンスを自
ら掴む心持ちでいてください。代ゼミには、京大法学部に合格するための環境は整ってい
ます。後はあなた次第です。願わくば、これを読んでいる皆さんの桜が咲きますように。

京都大学 経済学部
鈴木まひろ さん
アメリカ（CA）滞在

久しぶりに帰ってきた日本にはたくさんの誘惑があります。そんな誘惑の中でどれだけ勉
強に向き合えるかが勝負だと思います。帰国前は心配しすぎず、現地でしかできない経
験を積んでください！そして帰国後は安心しすぎず、自分とよく向き合って、素晴らしい勉
強環境があり、仲間が見つかる代ゼミで頑張ってください！

京都大学 経済学部
松尾優菜 さん
韓国 滞在

私は当初他の国立大学を受ける予定でしたが、代ゼミの先生方が私の現地での成績と
大学の選考方法などを照らし合わせて、京都大学の受験を勧めてくれました。先生方が
大量の入試データを把握していたり、頼れる先輩チューターがいてくれるのは、代ゼミな
らではの環境だと思います。

京都大学 経済学部
横藤早紀 さん
アメリカ（CA）滞在

帰国生入試では一般入試の偏差値のような客観的な指標がなく、現地での成績、活動、
面接、小論文など総合的に見られており、何が起こるか分かりません。帰国前に十分な
準備をすることで万全の態勢で受験に臨むことができます。代ゼミには世界中から個性
豊かな帰国生が集まります。仲間と切磋琢磨し、合格を勝ち取ってください。

一橋大学 経済学部
岡田絵里佳 さん
アラブ首長国連邦 滞在
一橋大学 経済学部
パタソン・ヒュー さん
アメリカ（NJ）滞在
一橋大学 商学部
守屋智貴 さん
アメリカ（MI）滞在
一橋大学 社会学部
鈴木壮一郎 さん
カナダ（ON）滞在

過去問をしっかり解いて、きちんと授業に出席し続ければ必ず力はつくと思います。代ゼ
ミの仲間と一緒に頑張って、最後まで自分を信じよう！

戦国大名・武田信玄の遺した「風林火山」という言葉は大学受験にも当てはまります。
「風」は早めに準備を進めること。「林」は模試の結果などで一喜一憂せず心を平静に保
つこと。「火」は試験場で最高のパフォーマンスをすること。「山」は結果が出るまでどっし
りと構えること。全力で勉学に励んで志望校合格を勝ち取りましょう！為せば成る！
英語で差をつけろ！！小論文は最後まで C 上でした。楽しい受験生活でした。ありがとう
ございます。

早期卒業のために秋、冬と合わせて半年弱カナダに帰っていました。そんな個人的な事
情も相まって感無量です。帰国生は一人ひとり事情が異なるため、一般的な助言は難し
いですが、これは言えます。先生方を頼りましょう。そうすれば道は開けます。

東北大学
医学部 医学科
茂田治樹 さん
イタリア 滞在

担任の先生や、チューターの方々との面接練習などのサポートのおかげで、無事に合格
することができました。医学部の面接は圧迫面接なども多いので、多くの模擬面接の練
習を重ねられたことは大きな自信につながりました。

東北大学 工学部
機械知能・航空工学科
木村太郎 さん
アメリカ（OH）滞在

学びたいときに学ぶことのできる映像授業や、一般生と同じ授業を受けられることなど多
くの代ゼミの資源を有効活用することで、合格に近づけると思います。私はやるべきこと
をあとにまわして直前で焦ることが多くありましたが、そうならないようにコツコツと勉強を
進めましょう。皆さんの志望校合格を祈っています、頑張ってください！！

東北大学 工学部
機械知能・航空工学科
中山愛理 さん
アメリカ（IL）滞在

受験直前は不安でいっぱいだと思いますが、代ゼミには一人ひとりを全力でサポートして
くださる担任の先生方やチューターさん、帰国生入試を熟知した講師の先生方がいま
す。仲間たちと楽しく、そして刺激しあいながら勉強できる代ゼミに通うことで、安心して受
験に挑むことができました。皆さんも代ゼミをフル活用して、合格を勝ち取りましょう！

九州大学 経済学部
佐川春咲 さん
アメリカ（NJ）滞在

初めは九州大学になんて合格できないと思っていたのに、受かると言われ、勧められて、
それを信じて頑張って勉強しました。結果、合格する事ができて本当に嬉しいです。日頃
から頑張った小論文の練習と、なによりチューターさんとの面接練習が本当にためになり
ました。

筑波大学
社会・国際学群 国際総合学類
磯部史華 さん
中国 滞在

受験までの準備期間が短い中、合格できて本当に良かったです！毎日面接練習を親身
になってしてくれたチューターさん、そして不安だった私をたくさん励ましてくれた、ちょっと
お茶目な担任の先生には本当にお世話になりました。代ゼミなしでは合格できなかったと
思います。本当に、ありがとうございました！！

筑波大学
社会・国際学群 国際総合学類
竹内陸生 さん
アメリカ（KY）滞在

受験当初は私立大学に受かれば良いと思っていましたが、国立大を受けてみないかと言
われたのがきっかけで受けてみました。先生たちの授業が分かりやすく、チューターさん
たちとの面接練習などの手厚いサポートのおかげで国立大にも合格することができまし
た。自分の能力を下に見ず、常に上を目指すことが大切だということを学びました。

筑波大学
社会・国際学群 社会学類
庭野和樹 さん
アメリカ（LA）滞在

代ゼミの授業に出ることで自分が得意な分野や苦手な分野を早い段階で見つけることが
できたので、重点的に苦手な分野を克服できました。受験は一度自分のペースを掴むこ
とができれば安心して挑むことができると思います。来年度の受験生の方、頑張ってくだ
さい。

東京学芸大学 教育学部
Ｂ類 社会専攻
力石智恵実 さん
ブラジル 滞在

10 月に帰国という遅いスタートで、最初のころは不安でしたが、何回も面接練習を入れた
り、クラスの人といろいろなテーマについて討論したりと、チューターさん、講師の皆さん、
担任の先生、そしてクラスの仲間がいてくださったからこその合格だと感じています。本
当にありがとうございました！

東京学芸大学 教育学部
Ｄ類 多文化共生教育コース
松葉陽平 さん
アメリカ（OH）滞在

99.999999…％ダメだと思っていました。諦めたらそこで試合終了ですよ。とにかく合格し
ました。

東京外国語大学 国際社会学部
北西ヨーロッパ地域
久保田英里 さん
カナダ（BC）滞在

滞在年数が少なくて英語に自信がありませんでしたが、英語を必要としない大学・学部を
選んだことが合格につながったと思います。小論文にも得意・不得意があると思うので、
学部の入試制度をよく調べて苦手を避けることも大切だと思います。Fight！！

東京外国語大学
国際社会学部 オセアニア地域
山田海斗 さん
カナダ（BC）滞在

受験生のみなさん、代ゼミの魅力は圧倒的な情報力と手厚いサポートだと思います。積
極的に授業に参加し、チューターさんによる面接練習を怠らず、最後まで頑張ってくださ
い。

東京外国語大学
国際社会学部 東アジア地域
岡本堅太 さん
中国 滞在

講師の先生やチューターの方々のサポートがあったおかげで念願の第一志望の大学に
合格することができました。特に面接指導は本番でもためになり、順調に受け答えができ
ました。また授業で得た小論文の知識も実戦で役立ちました。代ゼミでの経験はかけが
えのないものでした。短い間でしたがお世話になりました。

東京農工大学
工学部 物理システム工学科
内田健吾 さん
中国 滞在

とりあえず受かって良かったです。フレックス・サテラインの授業（物理）は本当に分かり
やすくて助かりました。担任の先生のサポートもとても助かりました。多分面接が評価さ
れたのだと思います。とりあえず一安心です。

お茶の水女子大学
生活科学部 心理学科
田中琴羽 さん
アメリカ（MI）滞在

心理を学びたいと夢見て、ようやっと受け入れ先が決まりました。一安心。先生との個人
面談はストレスから逃れつつ知慮を得られた場でしたし、担任の先生も手厚くサポートし
てくれて感謝しています。受験会場ではのし上がる気持ちと、用心深く用意することが重
要かと。帰国生というメリットを活用して頑張ってください。応援しております。

横浜国立大学 経営学部
村上あさ さん
イギリス 滞在

受験準備期間が短いうえ、手違いで別の資料が届いてしまうなど、トラブル続出だったの
ですが、代ゼミの先生方に助けられ、無事第一志望に合格しました。とりあえず、先生方
のお話をよく聞いて最後まで諦めなければなんとかなります！受験生のみなさんファイト
です！

帯広畜産大学
畜産学部 畜産科学課程
藤田莉紗 さん
中国 滞在

当初は難しいと言われていた大学に入れて嬉しいです。中国と日本の授業内容が全く異
なるので、最初は理解が難しかったですが、代ゼミの先生やスタッフの方が優しく指導し
てくれたり、チューターさんが志望理由書や面接の面倒を見てくれました。そのおかげで
頑張って勉強を続け、合格することができました。

宇都宮大学 国際学部
国際学科
吉村梨花 さん
アメリカ（OH）滞在

合格できてとても嬉しいです。短期間で小論文の基礎や面接の練習がしっかりできて良
かったです。丁寧で分かりやすい授業と担任の先生やチューターさんのサポートのおか
げで、自信を持って試験に臨むことができました。

山口大学 教育学部
学校教育－小学校教育コース
荒木廉 さん
アメリカ（GA）滞在

面接も大事だけど小論文だよね。

横浜市立大学
国際総合科学部 国際都市学系
金子誉蘭 さん
韓国 滞在

最初は短期間で第１志望に合格できるのか不安でしたが、講師の先生の分かりやすく面
白い授業と、先生方の親切なサポート、そしてチューターさんの助言のおかげで無事に
合格できました！最初は不慣れなことだらけで不安かもしれませんが、自分なりに努力
を重ね、周りの人の声に耳を傾けることで、きっと良い結果が得られると思います。

横浜市立大学
国際総合科学部 国際都市学系
吉田晃介 さん
イギリス 滞在

それぞれが特別な体験をして日本に戻ってきたことでしょう。そしてまさに今、大学受験に
不安を抱いていると思います。僕もそうでした。でも安心してください。代ゼミの先生方は
プロです。小論文から面接まで徹底して指導してくれます。「僕は、私はこの大学にいき
たいんだ！」という思いを持って受験に挑んでください。きっと上手くいくはずです。

横浜市立大学
国際総合科学部 経営科学系
井出菜々美 さん
アメリカ（OH）滞在

小論文でなかなか良い評価をもらうことができず合格できるか不安でしたが、日々の積
み重ねで合格することができました！また周りの誘惑に負けず、自分の意思を強く持つ
ことができたのは、仲間やチューターさん、先生のおかげです。最後まで自分を信じて、
頑張ってください！

横浜市立大学
国際総合科学部 経営科学系
岡崎悠音 さん
イギリス 滞在

私は TOEFL のスコアがよくありませんでしたが、授業がない日も朝早く登校し、小論文や
面接練習を繰り返したり、授業の予習をとことん行ったり、大学や教授について調べた
り、諦めずに勉強することで、合格という結果を掴むことができました。大学受験は人生
を左右するとても大切なものです。悔いのないように受験生活を過ごしてください。

横浜市立大学
国際総合科学部 理学系
片桐歩 さん
アメリカ（NY）滞在

私は受験に際して準備などが万全ではない状態でとても不安でした。しかし、クラスメイト
の応援や、面接練習を熱心に行ってくれた担任の先生のおかげで無事合格できました！
本当に嬉しかったです！皆さんは、試験の前にしっかり対策して私みたいに焦ることがな
いようにしてください。応援しています。

高崎経済大学 経済学部
渡邊涼太郎 さん
アメリカ（IN）滞在
大阪市立大学 文学部
下村佳々莉 さん
アメリカ（OH）滞在
大阪市立大学 文学部
友川さゆり さん
中国 滞在

正直受かると思っていませんでしたが、チューターさんとの面接練習は重要だということ
が分かりました。モチベーションは高く持ちましょう。

無事国公立の大学に合格することができてとても嬉しいです。大阪市立大学の面接は面
接官が多いと聞いていたので心配でしたが、親身なチューターさんたちのおかげで何度
も練習することができ、本番でも緊張せずにうまく受け答えができました。支えてくださっ
たチューターさんやスタッフの方、先生方にとても感謝しています。
合格できるとは思わなかったので、とても嬉しいです。外国語の試験が私には難しく感じ
たので、小論文で点を取るために何度も練習しました。担任や講師の先生がたくさんアド
バイスをしてくれたおかげで上達することができました。今までありがとうございました！

神戸市外国語大学
外国語学部 国際関係学科
冨田沙希 さん
アメリカ（OH）滞在

公立大学に合格できて嬉しいです。センター試験を受けなくても、国公立大学を受験でき
る帰国子女の特権を生かせて良かったです。小論文に不安がありましたが、代ゼミでは
先生が個別に丁寧に説明してくれるので、試験に向け、万全な準備ができました。

【 私立大学 】
早稲田大学 政治経済学部
政治学科
久保沙英子 さん
アメリカ（CA）滞在

代ゼミで出願書類の作成から面接練習、過去問の添削までサポートしていただいたおか
げで、全く緊張することなく本番に挑むことができました。担任の方々やチューター、講師
のみなさんにたくさん質問し、頑張って勉強すれば、不安なことは全くなくなると思いま
す！

早稲田大学 政治経済学部
政治学科
中村公香 さん
アメリカ（MA）滞在

第１志望の大学に合格できて良かったです。私は国内生だったので、学校に通いながら
の受験がとても不安でしたが、春の夕方の授業と夏休みの講座で、小論文をしっかりと
準備することができました。面接もしっかり指導していただき、力をつけることができまし
た。過去問をどんどん解いて、本番に備えれば大丈夫！

早稲田大学 政治経済学部
国際政治経済学科
濵瑛里香 さん
アメリカ（GA）滞在

まさか受かると思っていなかったので本当に嬉しいです！チャレンジして良かったと思い
ます。小論文や過去問をたくさん解いて良かったです。チューターさんはとても気さくで優
しく、面接練習でもたくさんアドバイスして下さって感謝しています。先生方にも本当にお
世話になりました。代ゼミに来て良かったです！皆さんも諦めずに頑張ってください！

早稲田大学 政治経済学部
国際政治経済学科
馬場柚季 さん
チェコ 滞在

短期間で小論文の基礎からしっかりと教えてもらうことができたため、試験当日も自信を
持って臨むことができました。ありがとうございました！

早稲田大学 文化構想学部
相澤絢音 さん
アメリカ（OH）滞在
早稲田大学 文化構想学部
熊谷紗那 さん
台湾 滞在
早稲田大学 文学部
西村こと さん
オランダ 滞在

早稲田の受験は９月の始めと代ゼミや受験勉強に馴れたばかりの頃だったため、不安で
一杯でした。合格できて本当に嬉しいです！小論文の書き方を１から学ぶことができ、添
削者の方からもたくさんのアドバイスを頂けるのが代ゼミの魅力であると思っています。
短い間でしたがありがとうございました！
合格すると思っていなかったのでうれしくて夢のようです。私は小論文が不得意だったの
で１日１冊本を読むようにしていました。きちんと授業に出て、先生のアドバイスを素直に
聞くことが大切だと思いました。
あなたが滞在国で過ごしている今この時、帰国生入試はすでに始まっています。あなた
が海外で何を見、考えてきたのか、そして志望校への熱意とそれを証明する経験が帰国
生入試で問われるからです。あなたが滞在国で過ごす１分１秒は、帰国後のあなたが喉
から手が出るほど欲しいものです。どうか無駄にせず、合格をつかみ取ってください。

早稲田大学
教育学部 教育学科
教育学専修
加藤姫子 さん
インドネシア 滞在

第１志望だったので、とてもとても嬉しい限りです。書類等の点数も必要ですが、最終的
には当日の試験が大切になってくるので、自信をつけるためにも、小論文など積極的に
取り組むといいと思います。代ゼミのチューターさんは志望理由も真剣に一緒に考えてく
れる人達ばかりです。代ゼミで受験勉強ができて良かったです。

早稲田大学
教育学部 教育学科
生涯教育学専修
貝瀬未歩 さん
アメリカ（CA）滞在

私は TOEFL の点数が一緒に早稲田を受ける友人たちよりも低くて、すごく心配でした。し
かし、過去問２０年分を一生懸命、丁寧に解いていくうちに、小論文が上手くなり、小論文
で差をつけられたのだと思います。また、現代文にも力を入れ、過去問をたくさん解くこと
で、早稲田大学に合格することができました。

早稲田大学 創造理工学部
社会環境工学科
加藤麻衣さん
シンガポール 滞在

クラスのみんなの仲がとても良いので、毎日楽しく通えました！先生方が皆個性的で面
白く、不安だった数学も、授業で主要な単元をまんべんなく学ぶ事ができました。小論文
の試験では授業で習ったように、プランに時間をかけ、統一のとれた文章を書くことを心
がけました。代ゼミのわかりやすい授業のおかげで合格することができました！

早稲田大学
国際教養学部
下村直正 さん
アメリカ（TN）滞在

受かった時は嬉しすぎて失神するかと思いました。志望理由書とか本当に大事だと思い
ます！面接が苦手な人はそれに力を入れてもいいと思うので、ちゃんと代ゼミで勉強して
ください。受験が終わればいろいろなことができるので、３、４か月、全力で頑張れ。

早稲田大学
国際教養学部
速水里紗 さん
アメリカ（CA）滞在

合格できてとても嬉しいです！アメリカでは日本語の勉強をあまりしていなかったので最
初は不安でしたが、丁寧で分かりやすい授業とチューターさんのサポートのおかげでしっ
かり小論文・面接の対策をすることができ、自信を持って試験に臨むことができました！

早稲田大学
国際教養学部
渡邊大地 さん
アメリカ（CA）滞在

代ゼミに入って良かったと思っています。先生方のおかげで合格できました。先生方はと
ても興味深く、役に立つ話を毎日聞かせてくれました。ぜひ先生方の話を参考にして頑張
ってください。

慶應義塾大学
法学部 法律学科
織田百合花 さん
メキシコ 滞在

合格できて本当に嬉しいです！帰国前は不安だらけでしたが、代ゼミの先生や仲間に支
えられて合格できました！少人数制なので先生との距離も近く、質問しやすく、面接練習
でも、チューターさんや担任の先生と納得いくまで練習できました。真面目に授業を受
け、絶対受かりたい！という気持ちで受験に臨むことが大切です。頑張ってください。

慶應義塾大学
法学部 政治学科
岡田大河 さん
アメリカ（MA）滞在

私が代ゼミで一番好きなところは仲間です。クサい青春映画のようですが本当です。一
緒に頑張る仲間がいたので、勉強もむしろ楽しく感じられました。代ゼミの親身の指導も
助けになります。講師の先生、チューター、そして担任を存分に使ってください！アクティ
ブに授業を受け、面接練習も積極的に行ったことで、スムーズに受験できました。

慶應義塾大学
法学部 政治学科
鍋嶋玲央 さん
ドイツ 滞在

「入試で使わない」は禁句。代ゼミの講師陣は素晴らしく、例えば入試科目が小論文だけ
でも現代文の授業が大変ためになります。また、親身に指導してもらえるため、どんどん
先生に質問すると伸びます。あとは新聞や本を読むなど、良い習慣を早いうちに身に付
けることが大切です！

慶應義塾大学
法学部 政治学科
三宅里佳 さん
イギリス 滞在

帰国当初は小論文も面接も不安でしたが、代ゼミの先生方の徹底した指導や、チュータ
ーさんのアドバイスのおかげで落ち着いて本番に挑むことができました。一緒に勉強に励
んだ仲間の存在も大きかったです。過去問や面接練習を怠らず、目標を持って頑張ってく
ださい。

慶應義塾大学 経済学部
大湊咲子 さん
スイス 滞在

合格できて嬉しいです！小論文に自信が無かったのですが、本をたくさん読み、毎日１枚
書いていたら少しずつ上達しました。丁寧な添削が本当にありがたかったです。面接練習
もたくさんのチューターさんにやっていただきました。代ゼミの強みは丁寧な添削・サポー
トと、頼りになるチューターさんだと思います！

慶應義塾大学 経済学部
楫野莉彩 さん
イギリス 滞在

予備校に来たのがみんなより遅く、受験期間が１か月だけで不安でしたが、代ゼミの先生
方の手厚いサポートのおかげで合格することができました。毎日チューターさんや担任の
先生と面接練習をしたため、本番ではあまり緊張せずにできました。本当にありがとうご
ざいました。みんな頑張れ！

慶應義塾大学 経済学部
川上美波 さん
アメリカ（MA）滞在

志望学部に合格することができて嬉しかったです！面接前は練習をして、チューターさん
にたくさんアドバイスをいただきました。私は、慶應の３学部に出願していたので、各学部
過去５年分の小論文を書きました。時間に追われてしまい、書き直しができなかったりし
たので、複数学部を受験する人は時間に余裕を持って計画を立てると良いと思います！

慶應義塾大学 経済学部
周藤菜々穂 さん
オーストラリア 滞在

私はオーストラリアに３年滞在していましたが、多くの大学の帰国枠の条件を満たせず、
第１志望を一般入試で受けました。帰国枠の上智や ICU の対策を代ゼミの夏期講習会や
面接練習で行い、幸い合格し、押さえることができました。帰国入試の対策を遅めに始め
た私を温かく見守り、指導してくださった先生方やチューターさんに感謝したいです。

慶應義塾大学 経済学部
張旭然 さん
香港 滞在

第１志望校に受かって本当に良かった！チューターさんや担任の先生と何回も面接練習
をした結果、自信がつき、本番も練習の成果を発揮できて良かったです。講師の先生た
ちの授業もすごくおもしろくて、小論文も２か月間で成長できたので、代ゼミに通っていて
本当に良かったです。

慶應義塾大学 経済学部
ハブソン・ジョシュア さん
アメリカ（WA）滞在

代ゼミで真面目に頑張れば必ず受かると思います。後輩へのアドバイスは、１学部につ
き３つ過去問を解いて３回面接練習することです。サポートありがとうございました。

慶應義塾大学 商学部
木村佳乃子 さん
アメリカ（IL）滞在
慶應義塾大学 総合政策学部
安藤耶奈 さん
カナダ（BC）滞在
慶應義塾大学 環境情報学部
大谷琢朗 さん
アメリカ（IL）滞在
慶應義塾大学 環境情報学部
マラン黎 さん
アメリカ（CA）滞在

海外滞在が短い方は、基本的な語学力の向上を優先しましょう。英語力そのものが伸び
るまでは統一試験の点数も上がらないので、急がば回れだと捉えて頑張りましょう。生徒
同士の距離が近い代ゼミで、気の合う仲間とともに受験期を乗り切ってください。
決して優等生ではなかった自分が私立の一流大学に合格できたのはレベルの高い仲間
と互いを鼓舞しながら「合格」というたった１つの目標に向けてひたすら精進したためだと
感じます。受験というターニングポイントで余裕を持ちにくいとは思いますが、人生で１度
きりの大学受験なので、「受験」を楽しんで、悔いのないように頑張ってください！
合格できてとても嬉しいです！！！面接ではあまり言いたいことが言えず、合格発表まで
ドキドキしていました。後輩へ：面接練習を受けられるだけ受けること。本番は自分のアピ
ールができるチャンスなので、きちんと準備しておくこと。ファイト！
慶應の環境情報学部に合格し、とりあえず安心しました。大学受験というのは何が起きる
か分からないので頑張ることが１番大切だと思います。代ゼミでは、大学受験のサポート
がたくさんあるので、ぜひそのサポートを活用してください。

上智大学
文学部 ドイツ文学科
月野智仁 さん
韓国 滞在

自分を信じて、自信を持って頑張ってください！！小論文の勉強がすごく役立ちました！
ありがとうございました！帰国生入試の情報が少なくて不安でしたが、安心して勉強でき
ました。

上智大学
文学部 哲学科
青枝日乃 さん
韓国 滞在

合格できた嬉しさと感謝の気持ちでいっぱいです。代ゼミでは、チューターの方々が何度
も面接練習をしてくださったり、講師の方々が出願時から入試前日まで多くのことを教え
てくださいました。大学でも、この嬉しさと感謝の気持ちを忘れずに頑張りたいです。

上智大学
文学部 哲学科
梶真葵穂 さん
カナダ（NS）滞在

受験までの準備期間が２か月しかなかった事もあり、とても不安でしたが、先生方からの
的確なアドバイスにより、無事に合格することができました。

上智大学
総合人間科学部 社会学科
岡島絵梨 さん
ミャンマー 滞在

無事に行き先が決まり安心しています。代ゼミでは小論文も面接も全面的にサポートして
いただき、遠かったけれど通い続けて良かったです。代ゼミあっての合格だと思います！
受験生の皆さんには新聞を読むことを強くオススメします。知識も増えるし文章も読みや
すくなります。今までありがとうございました！春からまた新たな気持ちで頑張ります。

上智大学

２、３か月間多くの先生方と友達に支えられ無事大学に合格することができました。毎
日、面接や小論文の練習をし、また先生方とチューターさんからのアドバイスをかみしめ
て受験に挑みました。受験に最高に適した環境、ありがとうございました。

総合人間科学部 社会福祉学科

矢藤清 さん
韓国 滞在
上智大学
法学部 地球環境法学科
伊藤青葉 さん
アメリカ（CA）滞在

代ゼミには魅力がたくさんあり、代ゼミのサポートのおかげで上智大学に合格することが
できました。

上智大学
経済学部 経済学科
中島雄生 さん
アメリカ（CA）滞在

第１志望校に合格する事ができ、本当に嬉しいです。当初は文系数学の範囲が広く、と
ても不安でしたが、親身になって対応してくださった先生方のおかげで合格できたと思い
ます。自分の志望校は何を対策すればいいのかを調べ、徹底的にその単元を勉強すれ
ば必ず受かります。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
田口世奈 さん
アメリカ（OH）滞在

合格すると思ってなかったので嬉しかったです。代ゼミで小論文のノウハウを教えてもら
えたのがすごく助かりました。いろいろな問題で練習できてよかったです。

上智大学 理工学部
機能創造理工学科
米村亮太 さん
ニュージーランド 滞在

担任、講師の先生方、チューターの皆さんには感謝の言葉しかありません。ありがとうご
ざいました。理系の皆さんは時間が限られている中で、多くのことに習熟しなければなり
ません。ですが、焦らず自分が出来る努力をしていけば合格は近づいてくると思います。

上智大学 国際教養学部
櫻井雄基 さん
アメリカ（NJ）滞在

私は代ゼミでの３か月間、面接に力を入れました。国際系学部の面接は日本語と英語の
両方で行われるので、チューターさんに面接の指導をしてもらいました。また面接ノートも
作って、面接のときに言う志望理由をまとめるなどしました。その結果、本番の面接では、
自分の力を１００％発揮できたと考えています。面接練習は、早めにしておきましょう。

青山学院大学 経済学部
現代経済デザイン学科
大野理貴 さん
アメリカ（OH）滞在

第１志望だったので合格できて嬉しいです。代ゼミでは暇さえあればチューターさんに面
接練習をしてもらって、本番につなげることができました。

学習院大学
法学部 政治学科
中園宗燦 さん
韓国 滞在

合格できて嬉しいです。毎日１つ小論文を書きましょう。代ゼミはサポートがしっかりして
いるので、真剣に取り組めば絶対に受かります。

学習院大学 理学部
生命科学科
松田明香里 さん
アメリカ（OH）滞在

やっと合格できました！チューターさん達との面接練習や担任の先生のサポートがあっ
たからこそ合格することができました。また、クラスのみんなが支えてくれたり応援してく
れたりしたことでめげずに頑張っていくことができたのだと思います！本当にありがとうご
ざいました！

国際基督教大学 教養学部
久保田悠莉 さん
韓国 滞在

合格できて本当によかったです！ICU の変わった面接方式に初めは不安だらけでした
が、何回も練習を繰り返すうちに段々慣れてきて、最後は自信を持って本番に臨むことが
できました。チューターさん、代ゼミの先生方には感謝しかありません。ありがとうござい
ました！！

国際基督教大学 教養学部
仙倉宇生 さん
アメリカ（TX）滞在

代ゼミでは多くの講師や担任の先生、チューターさんにお世話になりました。テキストや
自習室なども充実していて集中して勉強できる環境でした。不安だった小論文なども理解
しやすく、記憶に残りやすい授業で支えていただきました。代ゼミのサポートがあったから
こそやり切ることができ、結果につながったのだと思います。ありがとうございました。

国際基督教大学 教養学部
馬場朱 さん
アメリカ（NY）滞在

担任の先生の丁寧なサポートと、チューターさんの面接練習のおかげで無事志望校に合
格できました！すきま時間は、自習室を使って過去問を解いたり、友達と面接練習をした
り、工夫して受験勉強に励みました。不安なことも沢山ありましたが、先生方や仲間の心
強い支えによって乗り越えることができたと思います。ありがとうございました。

聖路加国際大学 看護学部
真弓帆乃香 さん
アメリカ（IL）滞在

第１志望に合格できて安心しました。支えてくださった皆さまありがとうございました！

聖路加国際大学 看護学部
宮田渚久 さん
アメリカ（CA）滞在

第１志望だったので、合格発表で自分の受験番号を見つけた時は本当に嬉しかったです
（涙が止まりませんでした）。面接練習では練習するだけではなく、反省ノートを作成して
見直しましょう。代ゼミでは小論文のサポート体制が整っています。授業以外でもサポー
トが手厚いので、積極的に利用しましょう。

中央大学 経済学部
国際経済学科
渡邉惇之介 さん
アメリカ（CA）滞在

まず、本当に嬉しいです。代ゼミに入る前は不安でいっぱいでしたが、授業や先生、チュ
ーターさんとの相談の内容がとても良く、丁寧に指導・サポートしてくださいました。また、
自分自身も自習室で毎日遅くまで勉強したので、その甲斐があったと思っています。嬉し
さと感謝の気持ちでいっぱいです！

中央大学 経済学部
公共・環境経済学科
江口智将 さん
シンガポール 滞在

自分たちの力はまだまだ伸びると信じて予備校で勉強し、先生たちと密に話し合いをす
れば合格できると思います。頑張ってください。

東京理科大学
理学部 化学科
小林大輔 さん
中国 滞在

海外に１５年間滞在していたので、最初は自分の日本語力が心配でした。 しかし、代ゼ
ミの先生と他の帰国生の仲間たちはみんな親切にしてくれたので、日本での生活にはす
ぐ馴染みました。おかげで良い思い出も作ることができ、大学にも受かったので、本当に
代ゼミに感謝しています。

法政大学
理工学部 機械工学科
竹田阿光 さん
アメリカ（CA）滞在

無事合格しました！チューターさんとの面接や担任の先生に感謝しています！自分にも
自信が持てるようになりました！

明治大学 政治経済学部
政治学科
仲矢理紗 さん
カナダ（BC）滞在

代ゼミに来る前はちゃんとした小論文の書き方も分からず本当に不安ばかりでしたが、先
生方のお陰で無事合格できました。ありがとうございます。受験生の皆さんも頑張ってく
ださい。応援しています！

明治大学 政治経済学部
地域行政学科
村田晴都 さん
アメリカ（KS）滞在

今まで落ちまくっていたので、合格できてとりあえず安心しています。試験前日に初めて
小論文で D を取りましたが、それでも受かったので、評価が良くなくてもめげずに頑張って
ください。

明治大学 政治経済学部
経済学科
小林結衣 さん
アメリカ（OH）滞在

初めは不安な気持ちでいっぱいでしたが、先生方やチューターさんたちに支えていただ
き、無事に合格することができました。代ゼミは、対応がとても丁寧で、しっかりと勉強で
きる環境だったと思います。ありがとうございました。

明治大学
国際日本学部
楠本幸生 さん
アメリカ（OH）滞在

一言：先生方、友達、何よりも両親に感謝です。
アドバイス：体調管理を大事に。食事と睡眠をちゃんととろう。ストレス解消につながりま
す。

麻布大学
獣医学部 獣医学科
朴由真 さん
シンガポール 滞在

担任の先生に志望理由書を添削していただいたり、チューターさんと面接練習を重ねた
り、代ゼミの細かなサポートのおかげで合格できました。なぜこの大学のこの学部に入り
たいのか、高校生活で培った能力を大学でどう活かすのか等、具体的な目的意識を明確
にすることが重要です。後輩のみなさん頑張ってください。応援しています。

関西学院大学
法学部 政治学科
大野祐未子 さん
フランス 滞在

本番で小論文を書ききることができず不安でしたが、合格できて本当に嬉しいです！！
先生方が何度も志望理由を添削してくれたり、チューターさん方も何度も面接練習に応じ
てくれたり、過去問も充実しており、サポート体制がしっかりしていて良かったです。過去
問は静かで緊張感のある自習室で取り組むのがオススメです。

関西学院大学 商学部
手島凌 さん
シンガポール 滞在

合格してよかったです。チューターさんとの面接練習は必要だと思います。チューターと
本番のように練習ができたので、本番でもうまく話すことができました。私はあまり時事に
ついての知識がなかったのですが、社会時事に関する授業が分かりやすく、ためになり
ました。

関西学院大学 商学部
仲川りのあ さん
カナダ（NS）滞在

留学前から志望していた大学に合格でき、初志貫徹できた事をとても嬉しく感じていま
す！この合格は、面接練習や過去問の添削などを講師やチューターさんなどたくさんの
人にしてもらったことと、日々の授業のおかげです。また切磋琢磨しあえる仲間にも出会
えて、多忙でしたがとても有意義な時間になりました。代ゼミを選んで良かったです！

関西学院大学 社会学部
青島美咲 さん
ドイツ 滞在
関西学院大学 社会学部
瞿曇さや さん
カナダ（NS）滞在
関西学院大学 国際学部
榎並叶恵 さん
タイ 滞在

挑戦して本当に良かったです！
たくさんお世話になりました！ありがとうございました！！

提出締切直前で受験方法を変更しましたが、国際教育センターのスタッフ、チューターの
みなさんのおかげで無事提出できました。また夏から毎日、代ゼミ講師の方々の分かり
やすい授業を受講したことで、当日のテストにも対応でき、無事合格することができまし
た！この合格は代ゼミ無しでは難しく、心から感謝しています。
講師の方々が親身になって志望理由書を細かく添削してくださり、素晴らしいものができ
ました。チューターさんも、何回も面接練習につきあってくださり、本番でも落ち着いて取り
組むことができました。

関西学院大学
文学部 文学言語学科
岡田幸典 さん
カナダ（BC）滞在

志望する大学に合格できたことを大変嬉しく思います。受験勉強も大変でしたが、１番大
変だったのは志望理由書など出願書類等でした。多くのチューターさんや仲間に手伝っ
てもらったおかげでなんとか書き上げることができました。志望校が母校になりました。代
ゼミに来て良かったです。

関西学院大学
文学部 心理学科
菊谷萩野 さん
アメリカ（CA）滞在

行きたかった学科に合格できて嬉しいです。関学合格は代ゼミのおかげです。関学の英
語試験の難しい和訳問題も解けるようになったのは代ゼミの授業で力をつけてもらえた
からです。

