
河合塾の校舎では、新型コロナウイルスの感染
予防のため、校舎での検温、消毒液の設置など
を行っております。
※校舎内では常時マスクの着用にご協力ください。
※検温の上、発熱がある場合には来場をお控えください。個別のご相談は、
　電話でも承っておりますので、仙台校へご連絡ください。

予約は不要ですが、個別相談事前予約システムをご利用
いただくと、よりスムーズにご相談を承れます。電話相談は
随時行っております。 0120-198-267

仙台市青葉区本町2-12-12（JR仙台駅から徒歩10分、地下鉄南北線広瀬通駅から徒歩2分）  www.kawai-juku.ac.jp/

（学）文理学院主催
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入塾個別相談受付中! 事前予約可能入塾説明会〈高卒生コース〉事前申込不要

仙台校 新年度入塾・入寮受付中!
文　　系  3/13（土） 12:00～　　3/14（日）～19（金） 10:00～
理　　系  3/13（土） 10:00～　　3/14（日）～19（金） 10:00～

東 北 大  ［ 理 系 ］ 3/13（土）・15（月）  13:30～
　　　　  ［ 文 系 ］ 3/14（日） 13:30～
東　　大  3/17（水） 13:30～　　一 橋 大  3/18（木） 13:30～
★Zoom説明会も実施中! 詳しくは河合塾HPまで

合格おめでとう!東大・京大 
堂々の実績!

21名合格!
仙台校高卒コース生のみ 2021年度入試合格者の声（2020年度高卒生コース在籍 承諾者のうち一部の方を掲載）

校舎における新型コロナウイルスへの対応

校舎にて毎日個別入塾相談を承っております。

合格東京大学 文科一類
（盛岡第一高卒）阿部 慎太郎

河合塾には後期からお世話になりまし
たが、授業ごとに答案を添削して頂くこ
とにより、自身の解答を振り返る機会が
得られ、得点力を向上させることが出来
ました。また、過去問の添削と受験に精
通した講師の助言によって有意義な演
習を積む機会を得られました。河合塾に
は合格を掴み取るために必要な環境が
揃っており、貴重な時間を過ごすことが
出来ました。ありがとうございました。

合格東京大学 文科一類
（山形東高卒）児玉　真生

授業時間が90分と聞いた当初
は、ついていけるか不安でした
が、河合塾の授業はとても丁寧
でわかりやすく、密度の濃い時
間であったので、自分の実力向
上に大いに役立ちました。特に
数学では、授業の中で複数の解
法を提示してくれるので、様々
な視点から問題を分析する力が
付いたと思います。

合格東京大学 文科二類
（仙台第二高卒）小野原 颯汰

私は河合塾に入塾して、復習の
大切さを実感しました。予習や
授業で忙しいとは思いますが、
復習を後回しにせず、少しの時
間でもいいので復習に時間を
割くことで、授業の効果を何倍
にも高めることができます。学
習のペースを早期に確立するこ
とが大切です。

合格東京大学 文科三類
（山形東高卒）髙嶋　駿

講師の説明はわかりやすいのですが、
それゆえに分かった気になって流し
てしまうことがよくありました。しっ
かりとした予習をして臨むと自然と
疑問点も湧いてきます。その疑問点
を直接講師にぶつけてこそ得られる
ものがあります。授業後の質問だけ
でなく、講師の個別指導を受けられ
るパーソナルフォロータイムを積極
的に利用することをお勧めします。

合格東京大学 文科三類
（山形東高卒）吉田　拓央

今年第一志望に合格できたのは、
河合塾のテキストの充実さに依
るところが大きかったと思います。
入試に必要な要点が分かりやす
くまとめられていて、入塾当初自
分の知識不足を痛感させられま
した。テキストと、高校時代に使用
していた教材を併せて活用する
ことで、学習をより効率的で意義
深いものにすることができました。

合格東京大学 文科三類
（仙台第二高卒）渡部 野乃花

河合塾はどの授業もレベルが高
いので、予習で知識をつけ、授業
は＋αを吸収する意識でいると良
いと思います。復習は定期的に見
るだけでも、学習が進みある程度
実力がついてからまとめてでも良
いので必ずやりましょう。実体験
ですが、やりっぱなしにしたものは
ずっと心残りとなり、本番を迎え
た時の不安の種となるからです。

合格東京大学 理科一類
（仙台第二高卒）松永　健佑

河合塾では、90分の授業の中で、
講義と演習を両方行っていくの
で、効率よく成績を上げていけま
す。また、分からないことは授業
の合間の休み時間に質問に行け
るので、次の授業にも疑問を残
すことなく臨めました。また、講
師の話はとても面白いので、こ
の一年、授業に飽きることなく取
り組めたのも良かったです。

合格東京大学 理科二類
（仙台第二高卒）石塚　健彰

河合塾仙台校を選んだ一番の理
由は、同じ高校出身の友人が多
いことです。浪人生は不安定な
立場であるがゆえ、支え合える友
人がたくさんいることは精神的
に助かりました。東大専門の予備
校に行くことも考えましたが、河
合塾仙台校の授業やサポートは
充実しており、ここを選んだこと
は正しかったと確信しています。

合格東京大学 理科二類
（仙台青陵中等教育学校卒）浅野　陽太

私は講師の方々の指導、河合塾
の質の高いテキスト、チュー
ターや両親の後押しと支えに
よって合格することができまし
た。河合塾のテキストは基礎か
ら鍛えることができ、その中で
生まれた質問は講師の丁寧な
指導やアドバイスによりすぐに
解決することができました。あ
りがとうございました。

合格京都大学 理学部
（仙台第二高卒）菊地　芽衣

河合塾の講師の方々は、自分で
採点するのが難しい、英作文や国
語の記述、理系教科の記述問題
など、丸になるまで何度でも、丁
寧に添削指導してくださいました。
それだけでなく、学習計画や勉強
方法、気持ちの持ちようなど、な
んでも親身になって相談に乗っ
てくださり、とても心強かったで
す。ありがとうございました。

合格京都大学 理学部
（仙台第二高卒）榎森　遼

河合塾の各教科の講師は、みな
その道のプロフェッショナルで
あり、その授業や解説はどれも
本質的な部分に触れた、とても
興味深いものです。また、気さ
くな講師が多く、相談や質問に
は親身になって対応してもらえ
ます。さらに、講師の添削を受け
ることで、答案作成力が間違い
なく向上することでしょう。

合格京都大学 理学部
（仙台第二高卒）菅原　玲央

河合塾の講師は、めちゃくちゃ
親身になって相談にのってくれ
る講師ばかりで、一年間とても
助けられました。ただ助けを待
つのではなく、自分から積極的
に助けを求めるとどんどん講師
との距離を縮められるので、恥
ずかしがらずに積極的に講師に
質問に行くのが良いと思います。

合格京都大学 工学部
（仙台第二高卒）齋藤　諒太

自分のような引っ込み思案な人や
人見知りの人に特に声を大にして
言いたいことですが、河合塾の
チューターと一年を通じてたくさ
ん会話をしてください。受験情報
を得られるのはもちろんのこと、受
験計画の修正、心の支えなど様々
な面で手助けをしてもらえます。
一人で黙々と勉強している方々に
この助言が役立てば幸いです。

合格京都大学 工学部
（仙台第二高卒）鈴木　頌理

直前までテキストとノートを見
返して臨んだ本番では問題が
的中し、手の震えが止まりまし
た。いつでも添削をして下さる
講師、足りない部分を指摘して
考えさせて下さるチューターか
らは実力と自信をもらいました。
一年間お世話になった河合塾に
感謝します。ありがとうございま
した。

合格京都大学 農学部
（山形東高卒）櫻井　海音

河合塾の授業はとても丁寧で
わかりやすく、毎時間成長を感
じることができました。また、現
役時代にわからないままにして
いたところを解決することがで
きました。河合塾の授業のおか
げで一年間とても充実したもの
になり、自分の勉強のリズムを
確立させることができたのだと
思います。

合格京都大学 農学部
（ 屋 代 高 卒 ）稲垣　颯太

どの科目の授業でも、単なる解
法だけでなく、問題の理解の仕
方や答えに到るまでの道筋まで
丁寧に教えていただき、パター
ンに頼らない解き方を身につけ
ることができました。また、授業
後の質問では、私が理解できる
まで何度もくり返し教えていた
だき、授業をしっかり理解するこ
とができました。

合格京都大学 農学部
（仙台第一高卒）夏目　竜

浪人が決まった時、他の予備校と迷
いましたが、河合塾仙台校は合格
実績が明らかに違います。予備校
を「〇〇に強い」という全国的なイ
メージで見ることがありますが、東
北の皆さんは圧倒的に河合塾仙台
校がいいと思います。それでも悩
んでいるときには入塾説明会に出
向いてみてください。詳しく話を聞
いてみれば一目瞭然だと思います。

合格京都大学 文学部
（鹿島学園高卒）飯川　悠飛

様々な事が成績向上に繋がった
と思いますが、その最たるもの
の一つは勉強のサイクル化で
す。予習→授業→復習→次の予
習→…の循環を習慣にし、学ん
だ事を確実に消化するようにし
た事で、現役時には伸びきらな
かった成績が飛躍的に向上しま
した。

合格京都大学 文学部
（仙台二華高卒）紺野 真太郎

河合塾は質問対応や添削がと
ても丁寧で、躓きそうになった
時も踏ん張ることができました。
また、講師の方々は勉強以外の
悩みについても相談にのってく
ださいました。河合塾の講師は
皆信念が強く、多くの発見と知
識を僕らに与えてくれます。後
輩の皆さんも、最後まで講師を
信じて頑張ってください。

合格京都大学 経済学部
（仙台第二高卒）小野寺 秀太

京大入試で求められる思考力を
引き出す力が講師陣にはありま
す。私はよく講師に添削指導を
お願いしてきました。完璧な解
答になるまで何度も何度も繰り
返すことで一つの問題を消化不
良にすることなく、深く理解しま
した。これがなければ私の京大
合格はありえなかったと思いま
す。

［窓口相談］  仙台校アカデミア館にて
［電話相談］  受付時間内に直接お電話ください。

  受付時間  10:00～19:00［毎日］


