
大学入試　合格体験レポート（1）

教学社編集部　合格体験記係

Ⅰ．プロフィール
採用させていただいた場合、＊印のついた項目につきましては、原則として掲載します。

ただし氏名をイニシャルで掲載ご希望の方については、出身高校名は伏せさせていただきます。

氏　名 *

氏名    （姓と名の間は全角アキ）  

ふりがな  　

○本名で掲載を希望　　○イニシャルで掲載を希望

○男

○女

自宅住所
〒   ー 

通学時住所
〒   ー 

連絡先  （ハイフンなしで記入）

メールアドレス

出身高校 *  都道府県　  立　  高等学校

高校卒業年 西暦  年　  月 大学入学年 * 西暦  年　  月

入学大学 *
 大学　  学部／学群　

 学科／課程

入試の名称 *
※必ず記入してください。また、大学の使用する正式名称でお答えください。

（例）A 方式，全学部日程，センター併用方式，前期日程  等

試験科目

※該当するものにチェックをしてください（個別試験・二次試験の科目のみ。センター試験の受験科目は除く）。

□英　語　　□日本史　　□世界史　　□地　理　　□倫　理　　□政治・経済　　□現代社会

□数　学　　□物　理　　□化　学　　□生　物　　□地　学　　□国　語

□小論文　　□総合問題　　□その他の科目 

その他の

合格大学 *

※志望順位の順に記入してください。掲載してほしくない場合は、記入不要です。

 大学　  学部　入試方式：

 大学　  学部　入試方式：

 大学　  学部　入試方式：

 大学　  学部　入試方式：

受験生へ一言 *

合格最大のポイントは何でしたか？  受験生への励ましのメッセージと合わせて、50 ～ 60 字程度でご記入ください。
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Ⅱ．アンケート項目
該当欄に記入、またはチェックボックスに印をつけて選択してください。

１．大学入試の情報はどのように集めましたか？（複数選択可）

□学校の先生・進路指導室　　□塾・予備校　　□先輩・友人　　□大学のパンフレット・オープンキャンパス

□進学情報誌（書名   ）　　　□インターネット ( サイト名    )

□その他  

２．志望校を決める上で特に重視したことは何ですか？（複数選択可）

□教育内容・教授陣　　　　　　　□大学の伝統・知名度　　　　　　　□試験科目・入試難易度　　

□就職・進学の実績　　　　　　　□学費・授業料　　　　　　　　　　□地域

□その他  

３．受験に向けて具体的な対策をはじめたのはいつ頃ですか？

高校  年　  月頃

４．志望校の赤本はいつ頃解きはじめ、何年分解きましたか？ また、併願校も含め赤本を何冊利用しましたか？

高校  年　  月頃　／　  年分　  冊 

５．過去問の対策は、どの程度しましたか？

○受験する大学はすべて過去問対策をした　　

○本命大学の対策に集中し，併願校は直前に傾向を調べておく程度

○本命の大学と傾向の似ている大学を併願校に選び，合わせて対策

○オーソドックスな勉強のみで、過去問の対策はしていない

○その他  

　　過去問対策をした方にお尋ねします。過去問は、以下のどれを解きましたか？（複数選択可）

第１志望　　□赤本　　□他社の過去問題集（書名  ）　　□大学発行の問題集　　

　　　　　　□大学のウェブサイト　　□予備校等のウェブサイト（サイト名  ）　

　　　　　　□その他  

第 2 志望　　□赤本　　□他社の過去問題集（書名  ）　　□大学発行の問題集　　

　　　　　　□大学のウェブサイト　　□予備校等のウェブサイト（サイト名  ）　

　　　　　　□その他  

第 3 志望　　□赤本　　□他社の過去問題集（書名  ）　　□大学発行の問題集　　

　　　　　　□大学のウェブサイト　　□予備校等のウェブサイト（サイト名  ）　

　　　　　　□その他  

第 4 志望　　□赤本　　□他社の過去問題集（書名  ）　　□大学発行の問題集　　

　　　　　　□大学のウェブサイト　　□予備校等のウェブサイト（サイト名  ）　

　　　　　　□その他  



大学入試　合格体験レポート（3）

教学社編集部　合格体験記係

６．赤本の掲載内容のうち、役に立ったものを選んでください（複数選択可）

□大学の基本情報　　　　　　　　□入試データ　　　　　　　　　　　□攻略アドバイス（合格体験記）

□傾向と対策　　　　　　　　　　□問題　　　　　　　　　　　　　　□解答

□その他  

7．赤本の掲載内容のうち、役に立たなかったものを選んでください（複数選択可）

□大学の基本情報　　　　　　　　□入試データ　　　　　　　　　　　□攻略アドバイス（合格体験記）

□傾向と対策　　　　　　　　　　□問題　　　　　　　　　　　　　　□解答

□その他  

8．赤本の良かった点・悪かった点を教えてください。

9．「大学入試シリーズ」に対するご意見・ご要望等がありましたら、ご自由にお書きください。

10．教学社から刊行してほしい本、あるいは受験生のときにほしかった本があれば、教えてください。

11．受験勉強に PC を利用していましたか？ 「はい」と答えた方は、その使用頻度・使用方法にお答えください。

○はい　○いいえ

使用頻度：  ○毎日　　○週に  回程度　　○月に  回程度　　○その他 

使用方法：  

12．受験勉強にスマートフォンアプリを利用していましたか？ 「はい」と答えた方は、その名称と感想もお書きください。

○はい　○いいえ

アプリの名称：  

感想： 

 

13．受験勉強をするときに、どのようなアプリがあれば便利だと思いますか。

科目：  

内容： 

 

14．勉強計画や日々のスケジュールをどのように管理していましたか？（複数選択可）

□手帳　　　　□カレンダー　　　　□携帯電話・スマートフォン　　　　□ノート　　　　□記憶していた

□その他  
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★投稿コーナー
受験・赤本に関する思い出のエピソードや，体験したからこそ言える格言などを募集しています。ぜひご応募ください。

受験を支えてくれたアイテム

受験生のときの忘れられない思い出・エピソード

オリジナル受験格言

例）「受験勉強は、実はシンプル。“ 出来るまでやり続ける ” だけ」　「努力が報われるとは限りませんが、成功している人は努力をしています」

赤本（受験）川柳

例）「消去法 なぜか減らない 選択肢」　「高３は 赤いお守り 本屋で買う」

◆ 貴重なご意見・体験談をお聞かせくださいまして、ありがとうございました。
　 このファイルは上書き保存をしたうえで、下のページから送信してください。
 　 http://akahon.net/exp/upload/

GeneralUser
線
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