
https://www2.sundai.ac.jp/yobi/sv/index.html

全国入試模試センター ●緊急のお知らせについては

▲

詳細は3ページ

◇フリーダイヤルは非通知設定ではお受けできません。非通知設定の場合は、フリーダイヤル番号の前に「186」をつけておかけください。

電話受付時間  9:30～17:00 （日曜・祝休日、12/31～1/3は除きます）

駿台 検 索

愛情教育とともに。
教育の未来を創造します

東京本部  〒171-0022 豊島区南池袋2-33-2　　　　　　　　　　　　　　　  0120-77-2459
関西支局  〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 住友生命湊町MTビル4F        0120-88-2459

駿台・Z会共催 

84％が受験!京大入試
合格者の

京大
入試実戦模試

第2回 高3生・高卒生対象2020/2021

11/22（日）

実施日実施日

9/1（火）～11/13（金）
※インターネット申込のみ（3ページ申込方法をご確認ください）
　受付期間を過ぎますとお申込みや申込内容の変更はできません。

受付
期間

返却
予定日

お申込みはWEBで

（募集人員 2,668名）2,247名
※ 募集人員に対する合格者占有率。 
※ 合格者数は、7月末日判明分。
※ 募集人員は法・経済の外国学校出身選考、工（地球工）
　 の国際コース選考による入学手続者を除いています。

2020
年度

駿台“新時代”宣言

12/15（火）
から3ヶ月間掲載

WEB

12/22（火）
紙発送
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2019/2020 京大入試実戦模試 高校別受験者数2019/2020京大入試実戦模試 受験者数

京大入試実戦模試受験者の2020年度京大入試合格者数

※医学部医学科は学科試験の他に面接を課していますが、本模試では面接を除いた学科試験のみで志望判定を行います。

「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」、「地学基礎・地学」から2科目選択

「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」、「地学基礎・地学」から1科目選択

「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」から2科目選択
「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」の2科目指定

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

国語総合、現代文B、古典B

【募集人員： 115名】

【募集人員： 210名】

【募集人員： 54名】

【募集人員： 300名】

【募集人員： 212名】

【募集人員： 306名】

【募集人員： 105名】

【募集人員： 72名】

【募集人員： 77名】

【募集人員： 930名】

【募集人員： 287名】

※教育（理）のみの志望者の理科は、
　1科目90分（16：30～18：00）です。
※経済（理）のみの志望者は、
　英語・数学・国語の受験となります。

本模試では、腕時計、置時計は
使用可といたします

（92名）

（181名）

（49名）

（258名）

（180名）

（248名）

（100名）

（65名）

（72名）

（756名）

（246名）

％84

2,247名 
（募集人員／2,668名）

※募集人員は法・経済の外国学校出身選考、工（地球工）の国際コース選考による入学手続者を除いています。

9,013
2020年度入試　京大志願者数（前期）7,347名

7

世界史B、日本史B、地理Bから1科目選択

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ
数学A、数学B（数列、ベクトル）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）

試験会場について
試験会場は、駿台ホームページにてご確認ください。
※会場によっては時間割が一部変更となる場合があります。
※時間割は受験票、受験番号お知らせメール等でご確認ください。

11/22（日） 11/1（日）
第3回駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試

京大・
前期日程

第2回京大入試実戦模試

本模試と共通テスト型模試とのドッキング判定により、
入試本番に即した正確な総合判定を行います。

※両模試の受験科目が、入試の要件を満たしていない場合はドッキング判定がされません。
※駿台・ベネッセ模試を駿台以外の予備校・塾で受験された方のドッキング判定は行いません。
※駿台・ベネッセ模試の高校等での実施日が本校実施基準日より遅い時は、ドッキング判定がされない
　場合があります。

共通テスト型模試本模試志望判定対象

（全学部）

文 系

理 系

大規模な交通遮断・自然災害・集団感染・停電などが発生した（または発生が予想される）場合には、
安全性・公共性を優先し、模試実施を中止する場合があります。
その際は駿台ホームページ等でご案内します。

申　込　方　法

■駿台からのメールを受信する設定について。
「駿台からのメールが届かない」「携帯から空メールを送っても返信が無い」という場合は、お使いの携帯電話、スマートフォンなどの迷惑メール設定によりブロックされている可能
性があります。次の3点について設定をご確認ください。

（1）ドメイン受信設定：スマートフォンの場合、送信元のドメイン（sundai.ac.jp）を受信許可リストに追加することで、より確実にメールを受け取れます。
（2）Gmail、Yahoo！メールなどは、フォルダ指定受信設定を行ってください。
（3）URL付きメール拒否解除：本文にURLが含まれているメールを受け取れるようになります。
設定方法の詳細や操作方法につきましては、駿台ホームページの「駿台からのメールの受信設定について」をご参照ください。

■パソコン、タブレット、スマートフォンの設定によっては、確認メールや受験番号お知らせメールが届かない場合があります。
その際は、ログイン＞マイページ＞お申込履歴＞駿台模試でご確認ください。

模試申込にはI-SUM Clubへの会員登録が必要です。生徒（受験生）ご本人様のお名前で登録してください。

緊急のお知らせについて

パソコン、タブレット、スマートフォンで駿台ホームページからお申込みください。

申込方法の詳細はこちら

申込み上の注意（必ずご確認ください）

駿台模試Twitter
公式アカウント

または、下記アドレスから、申込・お支払い方法へお進みください。
https://www2.sundai.ac.jp/yobi/sv/moshi/index.html

受験にあたっての注意

（1） 来場に際しては検温をお願いいたします。発熱など風邪のような症状がある場合は、受験はご遠慮ください。なお、当日欠席した試験問題をご希望の場合は、模試実施3日後から
　　1ヶ月以内に、各校舎（校内生は在籍・ホーム校舎）または全国入試模試センターにお問い合わせください。

（2） 感染防止のため、症状が無くても会場内・教室内ではマスク着用をお願いいたします。
（3） 感染症に罹患された、または罹患の疑いのある方の受験はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

返却予定日

返却・提供資料 ※ドッキングデータ同時返却

WEB 返却の場合、「答案」・「個人成績表」・「進学参考資料」をログイン＞マイページ＞駿台模試＞模試結果確認から、PDF 形式で
ダウンロードできます（メールでの送信は行いません）。

WEB返却についての注意事項
■お申込み時にWEB返却を希望された模試が対象です。
■お申込み時の受験番号・カナ氏名と模試受験時の受験番号・

カナ氏名が一致しない場合はWEB返却は行いません。
■WEBのみでの返却の場合、返却料500円は不要です。

■掲載開始から3ヶ月間掲載します。掲載期間終了後の再掲載
は行いません。

■従来型携帯電話は本サービスに対応していません。

■「答案」・「個人成績表」
紙返却の場合、採点済みの「答案」を画像データ化しA4サイズ
に縮小して、「個人成績表」と合わせて冊子形式で返却します。
ご提出いただいた答案自体は返却しません。

☞     WEB返却の詳細は、駿台ホームページをご覧ください。

■「進学参考資料」
平均点表・合格ライン一覧・採点講評等を掲載します。
WEB返却の場合、「進学参考資料」に成績優秀者氏名の掲載
は行いません。
返却後、採点等に関する質問にお答えします。
詳細は「進学参考資料」をご覧ください。

「マイページ機能」を活用すればさらに便利！

 

駿台のネット会員システム
アイサム                             クラブ

「I-SUM Club」登録のご案内
駿台ではI-SUM Club（アイサム・クラブ）の会
員を受付中です。I-SUM Clubに登録いただく
と、各種インターネット申込機能が利用できる
他、「入学金一部免除（高卒クラス・現役フロン
ティア）」「季節講習優先予約」「季節講習入会金
免除・受講料割引」などの特典が受けられます。
また、会員専用のコンテンツの閲覧も可能です。

志望大学・学部や最寄りの駿台校舎などを登録し
ていただくと、役立つ入試情報・お勧めイベントな
どをパーソナライズしてマイページに表示します。

受 験 料／返 却 料
受 験 料 返 却 料※ 合　　計

7,100円 500円 7,600円

■駿台ホームページに「駿台模
試受験の手引き（PDF）」を掲載
しています。ぜひご覧ください。

受験にあたって

※ WEBのみでの返却の場合、返却料500円は不要です。
● 受験料・返却料は税込で表示しています。

個人情報の取り扱いについて（必ずお読みになり、同意のうえ、お申込みください）

駿台予備学校（以下「駿台」といいます）および株式会社Ｚ会（株式会社Ｚ会ソリューションズおよび株式会社Ｚ会エデュースを含む、
以下「Z会」といいます）では、ご提供いただいた個人情報を厳重に取り扱い、適正な管理を実施し、個人情報の取り扱いに関する
契約を取り交わした上で共同利用します。データ処理、資料の発送等に際しましては、外部業者に委託をする場合がございます。
この場合においても委託契約書を交わし適切な管理をいたします。ご本人の同意なく第三者に提供することはありません。

〈利用目的〉
1）事務連絡と成績処理および返却　2）入試結果調査（調査結果は駿台とＺ会は共有しません）　3）分析及び過年度成績を結びつけて本人を特定
できない各種統計資料作成および掲載　4）駿台予備学校および駿台関連教育機関またはＺ会およびＺ会グループ企業からの商品・サービス、催事
等の各種ご案内　5）個人情報の共同利用（駿台関連教育機関）　※5）については、関連教育機関で秘密保持契約書を交わしています。

〈個人情報管理者・お問い合わせ先〉 
駿台予備学校全国入試模試センター内　総括情報管理者　〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-33-2
株式会社Ｚ会　個人情報保護担当 MAIL： privacy@zkai.co.jp　〒411-0033　静岡県三島市文教町1-9-11　Ｚ会文教町ビル10階
Ｚ会Webサイト「個人情報保護方針、個人情報の取り扱いについて」　https://www.zkai.co.jp/home/policy/

・Z会員の方は、Z 会MyPage からお申込みください。
・一般生のお申込方法はインターネット申込のみです。駿台各校舎窓口でのお申込み、お支払いはできません。
・現役生の方は一般生としてお申込みいただく方法以外に、学校経由でまとめてお申込みいただく場合（割安な受験料で受験可能）があります。その場合は申込方法が異なりますので、在籍

する高校等の先生に確認してください（駿台以外の予備校、塾での団体参加・申込みはできません）。
　一般生としてのお申込み・お支払い完了後は、学校経由でのお申込みに変更することはできません。
・駿台高３現役フロンティア生は、＜駿台生マイページ＞からお申込みください。詳しくはホーム校舎へお問い合わせください。駿台高卒クラス生は、各クラスにてご案内します。
　一般生としてのお申込み・お支払い完了後は、駿台現役フロンティア生としてのお申込みに変更することはできません。
・受付期間を過ぎますとお申込みやお申込み内容の変更はできません。必ず受付期間中にお手続きを完了してください。
・各会場とも定員に達し次第締切となります。
・一般生でお申込み・お支払い完了後に学校行事などでキャンセルの必要がある場合、試験実施前日までに、I-SUM Club「マイページ」からお手続きをお願いします。
　なお、受験料はご指定の銀行口座へ振込にてご返金いたします。ご返金にあたっては手数料 500 円を申し受けますので、予めご了承ください。
・試験実施日以降のキャンセルはできません。また、欠席したことによるご返金はございません。受験料を支払済みの方で、当日欠席した試験問題をご希望の場合は、試験実施 3 日後から 1 ヶ月

以内に、各校舎（校内生は在籍・ホーム校舎）または全国入試模試センターにお問い合わせください。

WEB 12月15日（火）から3ヶ月間掲載 紙発送 　 月 22日（火）12

駿台からのメール受信設定について

高校名 第１回 第２回
大阪桐蔭 239 165
洛南 219 180
天王寺 173 168
北野（大阪） 154 185
東大寺学園 178 156
膳所 180 140
西大和学園 167 151
洛星 176 131
西京 211 80
堀川 163 120
開明 146 116
灘 132 119
奈良 117 129
甲陽学院 135 109
清風 144 75
清風南海 97 84
神戸（兵庫） 102 76
東海（愛知） 85 83
四天王寺 103 63
旭丘（愛知） 81 84
浜松北 95 60
岡崎 85 64
嵯峨野 81 68
大阪星光学院 68 78
姫路西 74 72
四日市（三重） 83 56
高槻 77 61
金沢泉丘 76 60
神戸女学院高等学部 71 63
大手前 68 62

高校名 第１回 第２回
明和（愛知） 68 57
白陵 69 53
茨木 64 53
須磨学園 67 46
岐阜 56 56
三国丘 63 48
長田 57 54
帝塚山 61 47
洛北 56 51
藤島 58 43
滝 51 46
西（東京） 39 57
一宮 48 44
大阪教育大附属池田 49 41
奈良学園 59 31
加古川東 42 46
修猷館 44 42
浦和（県立） 43 40
ラ・サール 50 33
麻布 42 38
熊本 42 37
広島大学附属福山 44 34
高松 40 38
彦根東 47 30
国立 34 40
六甲学院 41 32
湘南 32 38
久留米大学附設 36 34
京都教育大学附属 40 28
豊中 44 23
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大規模な交通遮断・自然災害・集団感染・停電などが発生した（または発生が予想される）場合には、
安全性・公共性を優先し、模試実施を中止する場合があります。
その際は駿台ホームページ等でご案内します。

申　込　方　法

■駿台からのメールを受信する設定について。
「駿台からのメールが届かない」「携帯から空メールを送っても返信が無い」という場合は、お使いの携帯電話、スマートフォンなどの迷惑メール設定によりブロックされている可能
性があります。次の3点について設定をご確認ください。

（1）ドメイン受信設定：スマートフォンの場合、送信元のドメイン（sundai.ac.jp）を受信許可リストに追加することで、より確実にメールを受け取れます。
（2）Gmail、Yahoo！メールなどは、フォルダ指定受信設定を行ってください。
（3）URL付きメール拒否解除：本文にURLが含まれているメールを受け取れるようになります。
設定方法の詳細や操作方法につきましては、駿台ホームページの「駿台からのメールの受信設定について」をご参照ください。

■パソコン、タブレット、スマートフォンの設定によっては、確認メールや受験番号お知らせメールが届かない場合があります。
その際は、ログイン＞マイページ＞お申込履歴＞駿台模試でご確認ください。

模試申込にはI-SUM Clubへの会員登録が必要です。生徒（受験生）ご本人様のお名前で登録してください。

緊急のお知らせについて

パソコン、タブレット、スマートフォンで駿台ホームページからお申込みください。

申込方法の詳細はこちら

申込み上の注意（必ずご確認ください）

駿台模試Twitter
公式アカウント

または、下記アドレスから、申込・お支払い方法へお進みください。
https://www2.sundai.ac.jp/yobi/sv/moshi/index.html

受験にあたっての注意

（1） 来場に際しては検温をお願いいたします。発熱など風邪のような症状がある場合は、受験はご遠慮ください。なお、当日欠席した試験問題をご希望の場合は、模試実施3日後から
　　1ヶ月以内に、各校舎（校内生は在籍・ホーム校舎）または全国入試模試センターにお問い合わせください。

（2） 感染防止のため、症状が無くても会場内・教室内ではマスク着用をお願いいたします。
（3） 感染症に罹患された、または罹患の疑いのある方の受験はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

返却予定日

返却・提供資料 ※ドッキングデータ同時返却

WEB 返却の場合、「答案」・「個人成績表」・「進学参考資料」をログイン＞マイページ＞駿台模試＞模試結果確認から、PDF 形式で
ダウンロードできます（メールでの送信は行いません）。

WEB返却についての注意事項
■お申込み時にWEB返却を希望された模試が対象です。
■お申込み時の受験番号・カナ氏名と模試受験時の受験番号・

カナ氏名が一致しない場合はWEB返却は行いません。
■WEBのみでの返却の場合、返却料500円は不要です。

■掲載開始から3ヶ月間掲載します。掲載期間終了後の再掲載
は行いません。

■従来型携帯電話は本サービスに対応していません。

■「答案」・「個人成績表」
紙返却の場合、採点済みの「答案」を画像データ化しA4サイズ
に縮小して、「個人成績表」と合わせて冊子形式で返却します。
ご提出いただいた答案自体は返却しません。

☞     WEB返却の詳細は、駿台ホームページをご覧ください。

■「進学参考資料」
平均点表・合格ライン一覧・採点講評等を掲載します。
WEB返却の場合、「進学参考資料」に成績優秀者氏名の掲載
は行いません。
返却後、採点等に関する質問にお答えします。
詳細は「進学参考資料」をご覧ください。

「マイページ機能」を活用すればさらに便利！

 

駿台のネット会員システム
アイサム                             クラブ

「I-SUM Club」登録のご案内
駿台ではI-SUM Club（アイサム・クラブ）の会
員を受付中です。I-SUM Clubに登録いただく
と、各種インターネット申込機能が利用できる
他、「入学金一部免除（高卒クラス・現役フロン
ティア）」「季節講習優先予約」「季節講習入会金
免除・受講料割引」などの特典が受けられます。
また、会員専用のコンテンツの閲覧も可能です。

志望大学・学部や最寄りの駿台校舎などを登録し
ていただくと、役立つ入試情報・お勧めイベントな
どをパーソナライズしてマイページに表示します。

受 験 料／返 却 料
受 験 料 返 却 料※ 合　　計

7,100円 500円 7,600円

■駿台ホームページに「駿台模
試受験の手引き（PDF）」を掲載
しています。ぜひご覧ください。

受験にあたって

※ WEBのみでの返却の場合、返却料500円は不要です。
● 受験料・返却料は税込で表示しています。

個人情報の取り扱いについて（必ずお読みになり、同意のうえ、お申込みください）

駿台予備学校（以下「駿台」といいます）および株式会社Ｚ会（株式会社Ｚ会ソリューションズおよび株式会社Ｚ会エデュースを含む、
以下「Z会」といいます）では、ご提供いただいた個人情報を厳重に取り扱い、適正な管理を実施し、個人情報の取り扱いに関する
契約を取り交わした上で共同利用します。データ処理、資料の発送等に際しましては、外部業者に委託をする場合がございます。
この場合においても委託契約書を交わし適切な管理をいたします。ご本人の同意なく第三者に提供することはありません。

〈利用目的〉
1）事務連絡と成績処理および返却　2）入試結果調査（調査結果は駿台とＺ会は共有しません）　3）分析及び過年度成績を結びつけて本人を特定
できない各種統計資料作成および掲載　4）駿台予備学校および駿台関連教育機関またはＺ会およびＺ会グループ企業からの商品・サービス、催事
等の各種ご案内　5）個人情報の共同利用（駿台関連教育機関）　※5）については、関連教育機関で秘密保持契約書を交わしています。

〈個人情報管理者・お問い合わせ先〉 
駿台予備学校全国入試模試センター内　総括情報管理者　〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-33-2
株式会社Ｚ会　個人情報保護担当 MAIL： privacy@zkai.co.jp　〒411-0033　静岡県三島市文教町1-9-11　Ｚ会文教町ビル10階
Ｚ会Webサイト「個人情報保護方針、個人情報の取り扱いについて」　https://www.zkai.co.jp/home/policy/

・Z会員の方は、Z 会MyPage からお申込みください。
・一般生のお申込方法はインターネット申込のみです。駿台各校舎窓口でのお申込み、お支払いはできません。
・現役生の方は一般生としてお申込みいただく方法以外に、学校経由でまとめてお申込みいただく場合（割安な受験料で受験可能）があります。その場合は申込方法が異なりますので、在籍

する高校等の先生に確認してください（駿台以外の予備校、塾での団体参加・申込みはできません）。
　一般生としてのお申込み・お支払い完了後は、学校経由でのお申込みに変更することはできません。
・駿台高３現役フロンティア生は、＜駿台生マイページ＞からお申込みください。詳しくはホーム校舎へお問い合わせください。駿台高卒クラス生は、各クラスにてご案内します。
　一般生としてのお申込み・お支払い完了後は、駿台現役フロンティア生としてのお申込みに変更することはできません。
・受付期間を過ぎますとお申込みやお申込み内容の変更はできません。必ず受付期間中にお手続きを完了してください。
・各会場とも定員に達し次第締切となります。
・一般生でお申込み・お支払い完了後に学校行事などでキャンセルの必要がある場合、試験実施前日までに、I-SUM Club「マイページ」からお手続きをお願いします。
　なお、受験料はご指定の銀行口座へ振込にてご返金いたします。ご返金にあたっては手数料 500 円を申し受けますので、予めご了承ください。
・試験実施日以降のキャンセルはできません。また、欠席したことによるご返金はございません。受験料を支払済みの方で、当日欠席した試験問題をご希望の場合は、試験実施 3 日後から 1 ヶ月

以内に、各校舎（校内生は在籍・ホーム校舎）または全国入試模試センターにお問い合わせください。

WEB 12月15日（火）から3ヶ月間掲載 紙発送 　 月 22日（火）12

駿台からのメール受信設定について
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第2回京大入試実戦模試を受験した方にお勧めの講座です。受験生が苦手とする分野に厳選し、「発展問題」として出題します。
丁寧な添削指導により「考え方」「解法」を確実に理解できます。教材一式はご自宅にお届けしますので、ご自宅で手軽に取り組めます。
京大合格をより堅固にするために必要な論理的思考力、応用力、論述力向上のため、ぜひご受講ください。

第2回京大入試実戦模試解説授業をＷＥＢまたは駿台校舎にて個別視聴できます。この解説授業では、差がつきやすい問題、頻出テーマ、今
後の学習方法などを講義します。模試で明らかになった弱点を早期に克服し、万全の態勢で京大入試に臨めるよう、ぜひ受講して京大合格
に向けてスパートをかけてください。

※別途、お申込みが必要です。（ 11/9（月） 受付開始予定。有料）
　申込方法や受講料などの詳細は、Z会本講座Webサイト、または本模試受験後に配付する「解答・解説集」等をご覧ください。

※2019年度同一講座との重複はありません。発展問題添削指導 

※視聴方法・申込方法などの詳細は、本模試受験後に配付する「解答・解説集」等をご覧ください。
予 定 科 目 英語・文系数学・理系数学・文系現代文・理系現代文・文系古文・理系古文・日本史・世界史・地理・物理・化学・生物

第2回京大入試実戦模試 受験者推奨講座

第2回京大実戦ブラッシュアップ講座 有料

第2回京大実戦ＷＥＢ解説授業 無料

添削指導例（英語）

添削指導例（数学）

※朱筆量などは、実際の問題に応じて異なります。

英語<和文英訳>１題、
数学1題（文系／理系別）

受講の流れ

1 お申込み

以下の教材をご自宅にお届けします。
・問題冊子　　・解答解説冊子
・解答用紙　　・提出用封筒

2 教材が届く

3 答案提出・返却

ご自宅で問題に取り組み、答案をご
提出ください。Z会に答案が到着後、
2週間程度で返却いたします。

申込方法は、Z会本講座Webサイト
にて順次ご案内いたします。
本模試受験後に配布する「解答・解
説集」でもご案内します。

教 科 文法・表現面の添削にとど
まらず、答案の内容・構成に
至るまで指導を行うことで、
総合的な答案作成力の向上
へとつなげます。

実戦模試の出題をふまえた本番レベル
の問題に取り組み、丁寧な添削指導を行
います。減点箇所を明らかにするだけで
なく、答案内容に応じた適切なアドバイス
を行い、得点力を高めます。

京大に圧倒的な合格実績を誇る駿台が、総力をあげて受験生に贈る特別講座です。入試傾向を踏まえた上で、来春入試の対策、
入試本番までの学習指針を徹底的に講義します。例年、受験生に大好評の「京大突破レクチャー」を、今年度は、ご自宅で受講いた
だけます（映像配信）。映像配信期間中、ご都合に合わせて、科目ごとに何度も繰り返し視聴いただけます。
詳細は、駿台ホームページ、または「京大突破レクチャー」案内書をご覧ください。

有料・
事前申込制 「京大突破レクチャー」のご案内

実施科目 英語・数学・現代文・古文・日本史・世界史
英語・数学・現代文・古文・物理・化学・生物

お申込みは
こちらから
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