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●K.T.さんの場合

合格大学 慶應義塾大学総合政策学部�
 上智大学外国語学部�
 青山学院大学国際政経学部�

早稲田大学国際教養学部�
入学�
大学�

●N.Y.君の場合

合格大学 青山学院大学文学部�
 中央大学文学部�
 明治学院大学文学部�

立教大学文学部�
入学�
大学�

●S.S.さんの場合

合格大学 成蹊大学経済学部�
 日本大学経済学部�

中央大学経済学部�
入学�
大学�
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　トフルゼミナール生を対象にした志望校調査では、
グラフのような結果になっています。ここでは主
な大学だけでまとめましたが、全体的に英語を重
視する大学を志望する生徒が多くみられます。また、
トフルゼミナールは私大文系向けと見られがちで
すが、国公立や理系志願者も多いことがわかります。�

あなたの志望校はどこですか?�
（トフルゼミナール卒業生アンケートから）�

上智・慶應・早稲田・ICU�
30%

その他�
24%

明治・中央・学習院�
5% 立教・青山�

14%

東京理科大・他理系�
12%

東大・一橋・東京外大�
他国公立�

15%

1.
ひとりひとりの合格が�

意味を持つ�
　トフルゼミナールでは、優秀な講師陣によ
る少人数制授業やきめ細かなカウンセリング
を最大限に生かし、一人ひとりが志望校に合
格することを第一に考えています。�
　その成果は2014年度合格実績でも上智大
学合格者数がナンバーワンとなっていること
にも現れているのではないでしょうか。「一
人ひとりが志望校に合格できる予備校、授業、
テキストはどういうものなのか」にトフルゼ
ミナールはこだわります。ぜひ、右の合格実
績を他予備校のものと見比べてください。�
　トフルゼミナールの高い志望校合格率･ト
フルゼミナールのこだわりが、わかっていた
だけると思います。�

2.
受験情報�

　受験も後半になると受験校の選定や日程決
めなど、受験以外のことに時間を取られるこ
とになります。トフルゼミナールの進学スタ
ッフは、まず生徒の皆さんが大学で何を学び
たいのか、といった潜在的な希望を引き出し
ます。そのうえで、傾向の似た大学や得意分
野を活かせる大学、または個人に合った学部
など、細かな情報を提供できるエキスパート
なのです。�
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成績はこれだけアップした�
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●1人で複数の大学・学部に合格した場合はそれぞれ1名と数えています。 ●模試のみの受験者などは一切含みません。 ●2014年11月末までの判明分です。�
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DATA●大学ランク別合格者数�

＝１００名�

●最難関大学：上智大学、慶應義塾大学、国際基督教大学、早稲田大学、東京外国語大学、東京大学、一橋大学、�
　その他トップ国公立大学など２４校
●難関大学：立教大学、青山学院大学、明治大学、学習院大学、津田塾大学、同志社大学、立命館大学など２９校
●中堅大学：日本大学、東洋大学、専修大学、駒澤大学、武蔵大学、成城大学、亜細亜大学、國學院大学など３８校�

2014年度入試　大学合格実績

その他私立大学� その他女子大学� その他国公立大学�

上智大学 ３９１名 外国語学部１３４名　国際教養学部９７名　文学部４４名�

  総合グローバル学部４８名　総合人間科学部２９名�

  法学部２５名　経済学部１１名　他３名�

早稲田大学 ２７９名 国際教養学部１５１名　政治経済学部２８名　教育学部１７名�

  文化構想学部２８名　商学部１８名　文学部１３名�

  社会科学部１０名　法学部８名　人間科学部４名　他２名�

慶應義塾大学 １０２名 総合政策学部１３名　環境情報学部１５名　法学部２９名�

  文学部２７名　商学部１０名　経済学部７名　他１名�

国際基督教大学 ６８名 教養学部６８名�

東京外国語大学 ６９名 言語文化学部４０名　国際社会学部２９名�

立教大学 １２２名 経営学部２９名　異文化コミュニケーション２０名　文学部１８名�

  法学部１３名　社会学部１２名　観光学部１２名　経済学部９名�

  現代心理学部６名　コミュニティ福祉学部３名�

青山学院大学 １１０名 文学部４１名　国際政治経済学部３６名　教育学部７名　�

  総合文化政策学部１０名　経営学部７名　法学部４名　他５名�

中央大学 ６２名 総合政策学部１８名　文学部１３名　経済学部１０名�

  商学部１０名　法学部９名　理工学部２名�

明治学院大学 ８１名 国際学部４５名　文学部１８名　経済学部１０名�

  法学部４名　社会学部２名　心理学部２名�

明治大学 ９１名 国際日本学部４１名　政治経済学部１１名　商学部１１名�

  文学部７名　法学部６名　情報コミュニケーション学部５名�

  経営学部５名　他５名　　�

法政大学 １０３名 グローバル教養学部３７名　国際文化学部１５名　法学部１５名�

  経済学部１１名　経営学部７名　キャリアデザイン学部６名�

  文学部５名　社会部３名　人間環境学部他４名�

獨協大学 １０２名 外国語学部６１名　国際教養学部２０名　経済学部他２１名�

津田塾大学 ６１名 学芸学部６１名�

日本女子大学 ３６名 文学部２８名　人間社会学部６名　家政学部２名�

成蹊大学 ３３名 文学部１６名　経済学部７名　法学部８名　理工学部２名�

立命館アジア太平洋大学　　３１名�

学習院大学 ２９名�
日本大学 ２８名�
成城大学 ２３名�
関西学院大学 ２２名�
東洋大学 １９名�
同志社大学 １６名�
神田外語大学 １６名�
専修大学 １４名�
立命館大学 １１名�
関西外国語大学 １０名�

駒澤大学 １０名�
東京農業大学 ９名�
國學院大学 ７名�
武蔵大学 ７名�
南山大学 ７名�
甲南大学 ６名�
玉川大学 ６名�
神奈川大学 ５名�
桜美林大学 ５名�
東京理科大学 ４名�

名古屋外国語大学 ４名�
亜細亜大学 ３名�
東京経済大学 ３名�
京都外国語大学 ３名�
武蔵野美術大学 ３名�
関西大学 ２名�
東海大学 ２名�
拓殖大学 ２名�
東京次慈恵医科大学 １名�
 他多数�

学習院女子大学 １６名�
白百合女子大学 １０名�
フェリス女学院大学 ８名�
聖心女子大学 ７名�
昭和女子大学 ６名�
清泉女子大学 ６名�
大妻女子大学 ３名�
恵泉女学園大学 ４名�
共立女子大学 ２名�
 他多数�

国際教養大学 １９名�
横浜市立大学 ７名�
筑波大学 ５名�
東京学芸大学 ２名�
お茶の水女子大学 ２名�
千葉大学 ２名�
東京大学 １名�
首都大学東京 １名�
東京工業大学 １名�
横浜国立大学他 ４名�

東京女子大学 ４１名 現代教養学部４１名�

その他女子大合格者　290名�

最難関大学合格者　861名�

難関大学合格者　750名�

中堅大学合格者　273名�


