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東進ハイスクール・東進衛星予備校（以下、東進）を運営する株式会社ナガセは、2021 年大学入試に

おける合格実績速報（2020 年 3 月 24 日判明分）を発表しました。東大 816 名は昨年を 14 名上回り、日

本一の現役合格実績記録を更新しました。東大現役合格者の 36.4％、2.8 人に 1 人が東進生です。ま

た、①旧七帝大+東工大・一橋大、②医学部医学科、③全国公立大、④早慶、⑤上理明青立法中、⑥関

関同立など、全ての大学グループで東進史上最高記録を更新しました。3 月 24 日時点での合格実績の

詳細は東進ドットコム上で公表しています。 

 

史上最高の合格実績の理由は、生徒の努

力と最先端の合格システムにあり 

入試改革と新型コロナの影響を受けた 2021 年入試。

多くの受験生が戸惑い苦労し受験に向き合う中、このよう

な史上最高の現役合格実績を出すことができたのは、ひ

とえに東進生たちの努力と、その努力を実らせる東進の

最先端の合格システムの成果であると確信しています。 

東進の実力講師陣による授業はもちろんですが、中で

も合格実績の大きな原動力の一つとなったのは、ＡＩを活

用した最先端の志望校対策です。東進は、AI の技術とビ

ッグデータ（例えば過去の生徒たち延べ 100 万人が解い

た問題、約 200 億の演習データなど）を活用し、一人ひと

りに最適な志望校対策を実現する、日本初の学習システ

ム「志望校別単元ジャンル演習講座」を開講。2019 年度

からは志望校の出題レベル・形式に特化した総合演習

で、直前期の仕上げを行う「第一志望校対策演習講座」を

開講しました。本年度で 4 年目を迎えた東進の新たな志

望校対策は多くの改良改善を積み上げ、本年の合格実

績の向上を実現しました。また、旧七帝大をはじめとする

大学別の模擬試験を、予備校界最多となる 12 大学、延

べ 31 回実施。これにより志望校の対策がより充実したこ

とも奏功したと考えます。 

一人でも多くの生徒の第一志望校合格を実現するた

め、今後も更なる改良改善を重ねてまいります。 

東進 2021 年現役合格実績速報 3 月 24 日時点 

東大現役合格 816 名 日本一を更新。 
全ての難関大グループで史上最高を達成! 
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2021 年 東進現役合格実績実績（3 月 24 日時点） 史上最高記録が続出！ 
※最終実績ではありません 

 
①日本一の東大現役合格実績！   

816 名合格で史上最高を更新 

東大においては昨年の日本一の実績

をさらに上回る 816 名が現役合格。東大

全体の現役合格者 2,336 名に占める東

進生の比率は 36.4％で、東大現役合格

者の 2.8 人に１人が東進生です。1985 年

に東進が開校して以来 36 年の歴史の中

で最も高い、東進史上最高記録の合格実

績です。 

②国公立医学部医学科 

現役合格者の 29.2％に１人が東進生 

最難関・旧七帝大では 36.7％が東進生 

医学部医学科の中でも、国公立で東進

生は多数合格しています。現役合格 890

名は史上最高。今年の全大学の合格者

数は未公表のため、仮に昨年の現役合

格者数（推計）を分母として東進生占有

率を算出すると、現役合格者における東

進生占有率は 29.2％、国公立医学部医

学科の 3.5 人に１人が東進生です。   

さらに、最難関の旧七帝大の医学部医

学科における東進生現役合格者数は

180 名。同様に計算すると、現役合格者

における東進生占有率は 36.7％、旧七

帝大医学部医学科の 2.8 人に１人が東

進生となります。 

③私大新傾向入試も東進！ 

大変動の早稲田政経で+95 名 

 新入試１年目の今年は私大でも入試を

変更する大学が多く、早稲田大の看板学

部である政治経済学部は大学入学共通

テストの数学が必須となるなど話題となり

ました。志願者数は昨年から約４割減

で、2,000 名以上減りました。新たな対策

が求められることと、一般選抜の定員が

３分の２に減ったことも関係しているでし

ょう。そのような状況でも、東進の早稲田

政経一般選抜の合格者は、昨対+95 名。 

「私大新傾向入試にも強い東進」が、東進

生の努力により実証されました。 

は東進史上最高記録

2021年
3/24現在

備考

3,818 +210 105.8% 史上最高

東京大 816 +14 101.7% 史上最高

京都大 457 +6 101.3% 史上最高

北海道大 384 +17 104.6% 史上最高

東北大 321 +26 108.8% 史上最高

名古屋大 380 -1 99.7%

大阪大 638 +98 118.1% 史上最高

九州大 466 +24 105.4% 史上最高

東京工業大 171 -6 96.6%

一橋大 185 +32 120.9% 史上最高

1,506 +200 105.8% 史上最高

国公立大（医・医） 890 +45 105.8% 史上最高

私立大（医・医） 616 +87 116.4% 史上最高

1,528 +179 105.8% 史上最高

東京医科歯科大 60 +26 176.5% 史上最高

（うち医学部医学科） 25 +13 208.3%

東京外国語大 125 +6 105.0% 史上最高

お茶の水女子大 63 +7 112.5% 史上最高

東京都立大 273 +29 111.9% 史上最高

横浜国立大 395 +67 120.4% 史上最高

埼玉大 188 +31 119.7% 史上最高

千葉大 424 +13 103.2% 史上最高

5,150 +514 111.1% 史上最高

早稲田大 3,182 +301 110.4%

慶應義塾大 1,968 +213 112.1% 史上最高

18,375 +2,504 115.8% 史上最高

上智大 1,244 +237 123.5% 史上最高

東京理科大 2,428 +274 112.7% 史上最高

明治大 4,534 +766 120.3% 史上最高

青山学院大 1,904 +317 120.0% 史上最高

立教大 2,401 +383 119.0% 史上最高

法政大 3,100 +175 106.0%

中央大 2,764 +352 114.6% 史上最高

11,636 +769 107.1% 史上最高

関西学院大 1,995 +172 109.4%

関西大 2,675 +202 108.2% 史上最高

同志社大 2,753 +241 109.6% 史上最高

立命館大 4,213 +154 103.8% 史上最高

首都圏難関国公立

関関同立

早慶

上理明青立法中

医学部医学科

旧七帝大＋2

大学グループ・大学
2020年最終実績

との比較



 

東進の合格実績の計上基準は厳格です。 

①現役のみ    ②講習生を含まず 

 (１）現役生のみの実績で高卒生を含まない。 

現役生と高卒生は全く異なる部門であり、提供する指導内容も異なります。これら全く異なる合格実績を合算

して公表することは、生徒や保護者に対して誤解を与えることと私どもは考えます。週刊誌等における高校別

合格実績でも現役生の内訳を記載していますが、私ども現役生中心の東進では現役のみの実績を公表して

います。 

  

(２）講習生や模試生は含まない。 

予備校の合格実績は、本来その予備校で十分な授業あるいは教育サービスを受け、成績を伸ばし合格した

生徒をカウントすべきです。ですから短時間の講習を受けただけの合格者を予備校の実績とすることは適切

ではありません。東進では東進生としての入学手続きを行い、通期講座 1 講座以上にあたる教育サービスを

受けた生徒のみを対象とした厳格な合格実績としています。例えば、東進生として授業を受けていた生徒が

東大に現役合格したとしても、年間分の授業数に達していなければ合格実績にはカウントしません。 

 

(３)当該年度の高 3 時に在籍した生徒のみを対象とする。 

高 3 になる前の過去に通ったことがあるという生徒を合格者にカウントすることはありません。 

 

(４）合格実績の確定は 3 月 31 日を締め切りとする。 

生徒との信頼関係ができていれば、合格はすぐに把握できるはずです。 

ですから東進ではその期限を 3 月 31 日までとし、4 月 1 日以降に判明した合格者は一切計上しません。 

 

※東進の現役合格実績は、東進ネットワーク（東進ハイスクール・東進衛星予備校・早稲田塾）の現役生の

み、高 3 時在籍者のみの合同実績です。 

 

 

2021 年度 大学入試分析 

2021 年の大学入試は、初めての大学入学共通テストの実施に加えて新型コロナウイルス感染

症の影響もあり大きな変化がありました。そのポイントを、東進独自の分析により、「これだけは押

さえておきたい今年の入試の４大ニュース」としてまとめております。 

１．初実施の共通テスト英語が激変＆浪人生減 

２．コロナの影響で「地元志向」が強まる 

３．新方式入試の私大は志願者数に異常あり⁉ 

４．国公立入試で志願者激減の大学の理由は？ 

それぞれの詳細は東進ドットコムをご覧ください。 

ht tps ://www. tosh in .com/nyush i _ i n fo/ana lys i s/  

 

 

 

 

 

 

 



 

【株式会社ナガセについて】 

1976 年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に

貢献する人財」の育成に取り組んでいます。シェア No .1  の『予習シリーズ』と最新の AI  学習で中

学受験界をリードする「四谷大塚」、有名実力講師陣による授業と、最先端の AI  を活用した他に

類を見ない志望校対策と演習で東大現役合格実績日本一を更新、高校生の在籍生徒数も日本一

である「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、AO・推薦合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英

語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススク

ール」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。また歴代 28 名のオリンピ

アンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、東京五輪での金メダル獲得を目指します。 

 

 

 

 

【本件に関する報道関係者の方からのお問い合わせ先】 

 株式会社ナガセ 広報部 担当：市村（いちむら）、海老根（えびね） 

TEL：0422-44-9001 Mail：pub@toshin.com 


