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ｅｎａ大学受験部伝統の後期日曜特訓・清里合
宿が、いよいよ９月から開講します。
夏期講習会で培った力を、入試で点を取れる段
階へと引き上げるのが日曜特訓・清里合宿です。
志望校合格のための得点力向上により一層こだ
わり、志望校やテーマ別の講座を用意しました。
日曜・祝日に行うこれらの実戦対策授業は、個
人で行う入試問題演習の数倍の効果をお約束し
ます。日曜特訓・合宿に奮って参加し、合格を
引き寄せてください。
また、いよいよ高校２年生も来年の受験学年に
備えて、東大プロジェクトが始動します。来年の飛躍に向けて一歩踏み出しましょう。

合宿では、全ての時間を実戦演習に
使うことが出来ます。そして、全ての
演習に担当講師の解説がつき、どの
ようにして得点するかを追求した授業
が展開されます。フォローも含めて充
実している合宿で、さらに得点力を高
めてください。

⇒3ページから

東大・東工大英語、東大・一橋大数学、早慶上智大英
文読解、ＭＡＲＣＨ古文のような志望大学別の対策講座や、
英作文、物理電磁誘導、日本史文化史のようなテーマ別
の講座を開講いたします。志望大学別の対策講座では、
入試問題の傾向と対策を指南し、過去問演習による得点
力伸長をサポートします。テーマ別の講座は、苦手分野
の克服や得意分野の得点力向上など、短期間で効果の
上がる内容を実施します。これらの講座から、各自の志
望校合格に必要な講座を、自由に選択できます。

⇒5ページから

難関国立大を目指す高２生を対象とした、「高２東大
プロジェクト」が２学期より始動します。

⇒8ページ

清里合宿清里合宿 日曜特訓日曜特訓テーマ別集中特訓テーマ別集中特訓

高２東大プロジェクト高２東大プロジェクト

＋

第一志望校合格
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ｅｎａでは、入試実戦力を養うために、秋に３回の合宿を行います。みなさんが入試本番に向け
過去問対策を行う上で、大きな指針となるのが合宿です。
秋の合宿の最大の特長は、入試に精通した教師が、志望校に向けた「得点力向上」のため
の指導をする点にあります。合宿場にいる間、食事や入浴の時間を除いた全てが「入試得
点力増強」のための時間となります。

それぞれの合宿は、過去問演習を効率的に進められるよう、時期に応じてテーマ・内容を決めています。
同じ志を持つ他校舎の仲間と競いながら第一志望校に邁進する清里合宿に、奮って参加してください。

清里合宿案内清里合宿案内

3 4

志望校別のコース設定で、
「入試で点の取れる力」を養います。
志望校別のコース設定で、
「入試で点の取れる力」を養います。
①9/16（土）～18（月・祝）

1. 国公立大センター対策合宿
1 日目 2 日目

18:50-22:00 7:00-8:00 8:50-12:00 12:45-15:10 15:20-16:50 17:00-18:00 18:50-22:00

国公立センター センター英語① センター国語 センター数学ⅠＡセンター英語②

3 日目
7:00-8:00 8:50-12:00 12:45-16:00

センター数学ⅡＢ／国語 英語／数学ⅡＢ
演習・解説

国公立大志望者にとって最も重要な試験であるセンター試験は、形式・内容とも２次試験や私大入試とは異なる特徴があります。したがって、
正しく対策すれば高得点を狙うことが可能です。この時期から本格的な過去問演習を始めるにあたり、その前に英語・数学・国語のセンター
試験の概要と大問別の対策法を伝授し、実際の問題演習を通じてその解法を習得します。

2. ＭＡＲＣＨ文系徹底攻略合宿
ますます競争が激化している MARCH 各大学の文系学部合格のために、英語・国語の実戦演習型合宿を行います。これから本格的な過去
問演習を始めるにあたり、実際の入試問題演習・解説講義・復習を通じて、合格に必要なレベル・得点法や学習法を学び、実践します。最後
には実戦形式でのテスト演習も行い、合格力を養います。

1 日目 2 日目
18:50-22:00 7:00-8:00 8:50-12:00 12:45-15:10 15:20-16:50 17:00-18:00 18:50-22:00

MARCH文系 MARCH国語①
（総合演習・解説・復習）

MARCH国語②
（演習・重要古文知識暗記）

英語実戦
テスト・解説

国語実戦
テスト・解説

MARC H英語②
（形式別演 習②・復習）

MARCH英語①
（総合演習・解説・形式別演習①）

3 日目
7:00-8:00 8:50-12:00 12:45-16:00

＊MARCH 国語①・英語①  ： 実際の過去問の総合演習・解説講義を行い、入試問題での得点法と過去問
の復習法を学び、実践します。

＊MARCH 国語②・英語② ： MARCHレベルの大学で合格点を取るために必要な形式別の問題演習と、
重要事項の暗記・習得を行います。

＊英語・国語実戦テスト ： 実戦形式でのテスト演習⇒解説講義を行い、成果判定を行い得点力を養い
ます。

1 日目 2 日目
18:50-22:00 7:00-8:00 8:50-9:50 10:00-11:00 11:00-12:00 12:45-16:20 16:30-18:00 18:50-22:00

国公立センター
演習・２次対策 センター国語実戦演習 センター数学実戦演習（ⅠＡ・ⅡＢ） センター英語実戦演習・

国公立２次英語演習
国公立２次数学演習・
国公立２次国語演習

センター対策
センター英語 センター国語

センター英語
英語テスト

センター国語
テーマ別演習①

センター数学
テーマ別演習②

センター数学
テーマ別演習③

センター数学
テーマ別演習④ センター英語

テーマ別演習③

センター英語
テーマ別演習①

センター英語
テーマ別演習②

センター数学
テーマ別演習①

センター国語
テーマ別演習③

センター国語
テーマ別演習④センター数学

3 日目
7:00-8:00 8:50-10:20 10:30-12:00 12:45-15:20 15:30-16:00

②10/7（土）～9（月・祝）

1. 国公立大センター演習・２次対策合宿 ９月の「センター対策合宿」で行った大問別演習を踏まえ、実戦形式でのセンター演習を行い、第３回マーク模試・センタープレテストでの高
得点への道筋をつけます。同時に２次試験の対策も行い、記述答案作成力を高めます。

2. 私立大センター対策合宿
私大志望者にとっても重要な意味を持つセンター試験は、形式・内容とも私大入試とは異なる特徴があります。したがって、正しく対策すれ
ば高得点を狙うことが可能です。本格的な過去問演習を始めるこの時期に、英語・数学または英語・国語のセンター試験の概要と、大問別
の対策法を伝授し、実際の問題演習を通じてその解法を習得します。

＊後半の「テーマ別演習」（網掛け部
分）は、テーマ別演習を行います。各
自の強化したい科目に応じて、講座
を選択することができます。

理社対策合宿講座内容
物　理 化　学 日本史 世界史

力学（基礎～標準） 理論化学（標準～応用） 古代から現代の
入試問題演習

古代から現代の
入試問題演習ローレンツ力（標準～応用） 無機化学（基礎～標準）

③11/18（土）～19（日）

理社対策合宿
現役生がこれから最も得点力を上げられるのが理科・社会です。一通り学習範囲が終了に近づくこの時期に、特定の科目を２日間にわたっ
て扱うことでこれまでに蓄えた知識を入試問題で使えるように整理します。知識の整理から、得点につなげる演習までを行う合宿です。

※上記４科目から１～２科目選択
実施科目　物理･化学･日本史･世界史

 対　象 国公立大・早慶大・
ＭＡＲＣＨまで全レベル

実施科目　センター英語・数学・国語、
              ２次英語・数学または英語・国語

 対　象 国公立大志望者

実施科目　英語・数学または英語・国語
 対　象 全レベル

実施科目　英語・国語（現代文・古文）
 対　象 MARCHレベルの人気私立大学受験者（文系）

実施科目　英語・数学・国語
 対　象 国公立大志望者
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日曜特訓日曜特訓 講座案内講座案内

中堅国公立大やＭＡＲＣＨレベルの大学で出題される１～２行の基本的な英作文
を扱います。最初に例題を解説し、その後授業内で個別に添削を行います。英作
文で合格答案が書けるようになるためには、添削指導を受けることが必要です。
この講座で英作文の書き方を身につけましょう。

9/24
（日） ２限

英作文演習（和文英訳）
 （担当：設楽　通浩）

9/18
（月・祝） ２限

覚えた内容がそのまま得点に直結する、入試頻出の基本～標準レベルの構文を
集中的に学習します。解説を通じて重要構文を理解し習得するとともに、それを
空所補充・整序英作文・和文英訳・英文和訳と様々な形式で演習し、得点力を高
めます。

英語構文得点力強化ゼミ
 （担当：髙松　康二）

一橋大・外大ともに和訳・説明問題を中心とした読解問題と、自由英作文・リスニング
を中心に出題されます。両大学合格のために必須のこれらの問題を実戦演習・解説講
義形式で学習します。各大問のアプローチ法や過去問の進め方、記述答案作成のポイ
ントを確認するとともに、添削指導も行うことにより、合格点を取る術を指南します。

一橋大・外大英語
 （担当：長谷川　佳典）

10/1
（日） 2限

過去問演習が進んでいるこの時期に、ＭＡＲＣＨ合否のカギを握る長文読解問題
を集中的に演習します。現段階での到達度を確認するとともに、点の取れる読み
方・解き方を指南します。各大学の形式・レベルなどの特徴や、過去問の活用法や
復習法にも言及し、長文読解での得点力を向上させます。

11/5
（日） 1限

ＭＡＲＣＨ英語長文
 （担当：福嶋　正雄）

この講座では、毎年難化傾向にあるセンター試験のリスニングの演習を行いま
す。特に得点しにくい後半の第３問・第４問を中心に演習し、リスニング試験にお
ける効率的な聞き方・解き方をマスターしていきます。リスニングに少しでも不安
のある人は、この講座でその不安を払拭しましょう。

11/5
（日） ２限

センターリスニング演習
 （担当：長谷川　佳典）

人気の高い国公立大志望者を対象とした、２次試験対策の実戦的な講座です。
長文読解と英作文を段階別に演習し、設問の意図の読み取り方から合格答案の
作り方までを指南します。記述式の問題でいかに失点しないかを学ぶ、今後の過
去問演習に役立つこと必至の講座です。

国公立大英語
 （担当：福嶋　正雄）

11/3
（金・祝） 1限

人気の高いＭＡＲＣＨレベルの大学から厳選した文法問題を演習します。標準的
な空所補充形式の問題や、差のつきやすい整序英作文、苦手とする人も多い正
誤問題を扱います。解説講義では重要知識の確認はもちろんのこと、形式別の
設問処理方法にも言及し、実戦力を高めます。

ＭＡＲＣＨ英文法
 （担当：藤田　昭宏）

11/3
（金・祝） 2限

早稲田・慶應義塾・上智各大学の特徴・傾向を踏まえながら、合格点を取るために
必要な論理的な読み方とともに、限られた時間の中で解答を導き出すための戦
略を余すことなく公開します。また、大学・学部別の出題傾向やレベルの分析に基
づいて対策法、過去問演習の指針も示します。

11/23
（木・祝） 1限

早慶上智大英語読解
 （担当：長谷川　佳紀）

この講座では、中堅私立大学で出題された読解問題を使い、空所補充や内容一
致を中心に設問形式ごとの解法を伝授し、得点力を向上させます。それぞれの形
式において、その設問特有の出題者の聞きたいポイントがあることを知ることに
より、標準的な長文での得点力を高めます。

形式別私大英語長文
 （担当：城戸　雅典）

11/12
（日） ２限

東大・東工大英語の問題をそれぞれ実戦テスト演習・解説講義形式で学習します。東大は
時間配分や大問別の攻略法、記述問題の答案作成法を中心に指導します。東工大は、大
問数２つでありながら分量の多い和訳・英訳中心の問題にいかに対処するかを指導しま
す。それぞれ記述答案作成法とともに、各自の合格に必要な得点を取る術を指南します。

11/23
（木・祝） ２限

東大・東工大英語
 （担当：髙松　康二）

英語講座案内

講座名の①・②となっているものは２回連続の講座です。原則として2回続けて受講してください。

9/24（日）1限

11/5（日）1限

この講座では、数学ⅠＡⅡＢ範囲の国公立大学入試問題から厳選した、必答したい典
型問題から差のつく問題までを演習します。単元を横断した融合問題を扱いなが
ら、問題の意図を正しく読み取り、解答に至るまでの道筋を見つける力をつけ、合格
点の取れる答案の書き方を指導します。原則として①・②連続で受講してください。

国公立大数学ⅠＡⅡＢ①・②
 （担当：長谷　大輔）

東大・一橋大・東工大などの難関国立大の入試問題から数学ⅠＡⅡＢ範囲の問題を
とりあげテスト演習を行います。問題を読み取る読解力、手持ちの解法をいかに
使い解答を作り上げていくかという構想力、部分点を確実に獲得するための記
述力など難関大突破に不可欠な力を鍛えます。

東大・一橋大数学
 （担当：重政　徹哉）

9/24
（日） 2限

10/29（日）1限

11/23（木・祝）1限

センター試験や私大、中堅国公立大で頻出の典型問題を演習・解説形式で扱います。
公式の理解から一歩進んで、それを入試問題で使えるレベルへと引き上げます。ここま
での学習の成果を試すとともに、実際の入試のレベルを体感し、求められるスピード・
正確さ・確実な得点力を身につけます。原則として①・②と連続で受講してください。

数学ⅠＡⅡＢ頻出問題特訓①・②
 （担当：①下田　雄太、②池田　純）

中堅国公立大や人気私立大で出題された数学Ⅲの入試頻出問題を扱います。ⅠＡ
ⅡＢとは異なる知識を必要とする数Ⅲは、学び始めるのも遅いため、演習量が不
足しがちです。微分・積分を中心に頻出問題の解法を演習・解説を通じて整理し、
演習により確固たる得点力を養成します。

10/29
（日） 2限

数学Ⅲ頻出問題演習
 （担当：下田　雄太）

一橋大・お茶の水女子大・首都大等の国公立大や、慶應義塾大の小論文等にお
いて重要となる、要約問題を中心とした記述問題を集中的に演習します。解説講
義では、本文の読み取り方、構成の仕方、表現方法に言及し、得点の取れる「書
き方」を習得します。

9/24
（日） 1限

国語記述問題・要約問題演習
 （担当：佐藤　洋平）

過去問演習が始まるこの時期に、ＭＡＲＣＨレベルの問題演習を行います。分から
なくてよいところ、分からなければならないところをはっきりさせ、読解問題での
点の取り方をお伝えします。重要知識はもちろんのこと、知っておきたい作品の
背景知識にも言及し、古文への不安を一掃します。

10/29
（日） 2限

この講座では、ＭＡＲＣＨ各大学のレベルや出題形式の特徴、過去問の活かし方
にも言及しながら、現代文で安定して合格点を取るための方法を伝授します。入
試問題演習を通じて、読み方のポイントを再確認するとともに、客観問題を中心
とした設問の解答力を養います。

ＭＡＲＣＨ現代文
 （担当：上里　捺記）

10/1
（日） 2限

ＭＡＲＣＨ古文
 （担当：菊池　淳一）

古文の安定した得点力に不安のある人必見の講座です。読解問題を解くうえで
不可欠な重要古語、頻出の文法・構文などを集中的に整理し、暗記することによ
り、必答問題の得点力を向上させます。過去問演習の指針も示し、古文の学習を
全面的に支援する講座です。

11/3
（金・祝） 1限

古文頻出知識問題特講
 （担当：佐藤　洋平）

東大・一橋大それぞれの国語の問題を実戦テスト演習・解説講義形式で学習します。
東大は、現古漢それぞれの解法とともに、得点の取れる答案の書き方を指導しま
す。一橋大は、要約問題・現古融合文・明治文語文など特有の問題への対処法を指
導します。添削指導も行い、各自の合格のために必要な点を取る術を指南します。

11/3
（金・祝） ２限

東大・一橋大国語
 （担当：佐藤　洋平）

数学講座案内

国語講座案内

6

このゼミでは、英文中に出てくる単語を題材として入試情報をどんどん出していき
ます。例えば「この英文中のrespectに関して入試で問われるのは、①―、②…、
③～」という感じです。試験会場にそのまま持っていけるノートができますから、
知識系の問題が出題される大学を受験する皆さんは、ぜひ受講してください。

11/23
（木・祝） ２限

英語・でるでるゼミ
 （担当：設楽　通浩）
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化学の学習が進んだこの時期に、有機化学の総まとめ演習を集中的に行いま
す。近年の入試から厳選した問題を使い、解説を通じて知識を実戦的な形で再整
理します。合格の根底に「暗記事項の徹底」ありです。この分野を仕上げる絶好
の機会ですので化学を受験で使う人は是非受講してください。

有機化学徹底演習
 （担当：伊藤　護）

生物は単なる暗記科目ではありません。この講座では、苦手とする受験生の多い
「実験・考察問題」・「生物計算問題」をモノにします。頻出問題を実戦形式で集中
的に演習を行うことにより得点力を養いますので、センター試験から一般試験ま
で、このテーマを得点源にしたい生物受験者必見の講座です。

11/12
（日） 1限

11/5
（日） 2限

生物 テーマ別頻出問題演習
 （担当：井上　正嘉）

電磁誘導は力学と並ぶ重要分野の１つですが、苦手にしている人も多い分野です。
基礎事項を演習形式で確認した後に、入試頻出問題を演習・解説していきます。電
磁誘導の問題を解くためにはコンデンサーや直流回路、力学の助けも必要です。そ
の意味で手強い総合問題となっている電磁誘導を得点源に変える講座です。

11/3
（金・祝） 2限

物理電磁誘導
 （担当：鈴木　裕武）

入試問題から厳選した国公立大の論述問題を演習し、その場で添削指導を行い
ます。既習範囲を中心に扱いながら、大学別の頻出の分野・テーマをおさえた問
題で演習を行い、答案をその場で添削指導することにより、何をどう書くと得点
につながるかを指南します。

10/1
（日） 1限

日本史論述問題特訓
 （担当：髙橋　智晴）

国公立大を中心とした論述問題を演習します。様々な時代・地域・テーマの問題
で演習することにより、自らの知識事項や歴史の流れを実戦的な形で再確認しま
す。添削指導を行いながら、いかに得点の取れる答案を作成するかを徹底指導し
ます。論述問題を出題される大学を受験する受験生は必須の講座です。

10/1
（日） 1限

世界史論述問題特訓
 （担当：星　征史）

この時期には文化史の実戦問題を解ける状態になっているのが理想的ですが、
文化史まで手がまわっていない受験生が多いのが実情ではないでしょうか。そこ
で、本講座では主要大学の文化史の過去問データを皆さんに提供します。何がど
のように問われるのかを合理的に把握することで、効率的に学習を進めます。

11/12
（日） 1限

日本史 文化史演習
 （担当：佐藤　一郎）

政経受験者において苦手とする人が多い国際政治、国際経済分野について、ま
とめの解説と演習を行います。長い名称で、混同しやすい事項などを整理しつ
つ、入試でも頻出のこの分野を得点源にします。

10/29
（日） 1限

政治経済集中講義
 （担当：飯田　悟）

国公立・早慶・ＭＡＲＣＨで過去に出題された入試問題を解きながら、アジア史を
中心に総復習します。選択形式の問題から論述へのアプローチ法までを学びま
す。論述が必要だが何もしていない生徒、覚えただけで入試問題を解く自信がな
いという生徒は必修。ただし、アジア史の復習は済ませてから参加すること。

10/29
（日） 1限

世界史演習
 （担当：星　征史）

理科講座案内

地歴・公民講座案内

早稲田大・上智大などの難関私立大の入試問題から厳選した現代文・古文の読解問
題を演習します。難関大で合格点を取るために必要となる読み方や知識、背景知識
とともに、各設問形式の解法を伝授します。また解説講義を通じて過去問演習にお
ける指針も明示します。

11/12
（日） ２限

難関私大国語総合
 （担当：上里　捺記）
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現在の学力にかかわらず、東大をはじめとした難関国公立大学に合格したいと強く思うみなさんの気持ちを大事にします。
最難関大合格の実績を持つｅｎａが、みなさんを合格に導きます。夢に向かってともに歩んでいきましょう。
センター試験本番の１年前の時点で英語 180 点、数学ⅠＡ・ⅡＢ 各 90 点を確実にとることが、翌年の難関大学合格へと
つながっていきます。ここでは、高校２年生の段階での、プロジェクト内容を説明しています。

現在の学力にかかわらず、東大をはじめとした難関国公立大学に合格したいと強く思うみなさんの気持ちを大事にします。
最難関大合格の実績を持つｅｎａが、みなさんを合格に導きます。夢に向かってともに歩んでいきましょう。
センター試験本番の１年前の時点で英語 180 点、数学ⅠＡ・ⅡＢ 各 90 点を確実にとることが、翌年の難関大学合格へと
つながっていきます。ここでは、高校２年生の段階での、プロジェクト内容を説明しています。

２学期より、ｅｎａでは
「現役東大合格プロジェクト」が本格始動します。
２学期より、ｅｎａでは
「現役東大合格プロジェクト」が本格始動します。

高2東大プロジェクト高2東大プロジェクト

センター攻略
日時：11/5（日）　会場：ena国立大学受験部
14：00～16：10 数学ⅠＡ（担当：池田）・ 16：30～19：20 英語（担当：髙松）

2018 年度のセンター試験まで残り２カ月の時点で、現在の進捗を確認します。
センター試験型のオリジナル問題を実施して、解説授業も行います。

14:55-16:00

数学テスト演習

センター・2次試験対策合宿
日時：10/8（日）～9（月・祝）　会場：清里合宿場

形式・内容ともに特徴的なセンター試験で英語・数学で高得点を目指しすための合宿です。チャレンジセンターに向け
た学習はここから始まります。同時に、２次試験レベルの問題演習も行い、実戦力を徹底的に高めます。

＊22:00 以降は復習タイムとなります（23:30 以降就寝可、最大 25:00 まで）。

12:45-14:40 14:50-18:00 18:50-22:00 7:00-8:00 8:50-9:50 10:00-12:00 12:45-14:45

ガイダンス・英語① 数学①高２ 数学② 英語② 英語③

1 日目 2 日目

土曜特訓　会場：ena国立大学受験部

①英語・数学総合演習　9/9（土） 開講　
１８：３０～１９：３０　２次試験に向けた、英語・数学の演習講座です。記述を中心とした問題演習を行

い得点力を養います。

②高２化学　9/9（土） 開講　
１９：５０～２１：２０　化学基礎の範囲から説明を行い、該当範囲の難度の高い問題演習までを行います。

チャレンジセンター 2018年１/14（日）
　

東大・一橋大に挑戦 2018年3月中旬
　

チャレンジセンター 2018年１/14（日）
2018年のセンター本試験（英語・数学）を実際に解き、実数点を出すとともにその場で解説を受け、今後の方針を立てます。

東大・一橋大に挑戦 2018年3月中旬
東大・一橋大の前期試験に本番１年前の時点で挑戦してみます。２次試験で問われるレベルを体感し、自分の課題を見
つけていきます。
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合格実績・合格体験記合格実績・合格体験記

東大・一橋大・東工大・京大 15名

早稲田大・慶應義塾大・上智大 123名

明治大・青山学院大・立教大・中央大・法政大 107名

２
０
１
７
年
度
大
学
入
試
合
格
実
績

合 

格

合 

格

合 

格

enaは先生との距離がとても近く授業
内容の質問に加え、受験の漠然とした
不安についての相談も気軽にするこ
とができました。選抜クラスの高いレ
ベルの授業はもちろんのこと、日曜特
訓の東大講座では、各科目の方針を
学ぶことができ、記述問題への対応法
も教えていただきました。それをもとに
過去問を進めていき、直前期まで個別
に添削指導していただくことが、合格
につながったと思います。また、学校の
文化祭では劇のキャストをしてとても
大変でしたが、秋は夏の分を取り返す
充実したものにすることができました。

東京大学  文科三類

安井　歩美さん
（都立国立高校）

私は文化祭に熱心な高校に通ってい
たので、夏はその準備であまり勉強時
間が確保できませんでした。なので、
秋からはスパートをかけてその分を取
り返しました。その際にenaの日曜特
訓や合宿を数多く受講して、センター
試験での各科目の対策や２次試験の
論述問題の対策を細かく指導してい
ただきました。そのおかげで効率的に
勉強をすることができました。そして、
家でなかなか勉強できない人間だっ
たので、時間を見つけては、enaの自
習室にこもって、授業の復習と過去問
を進めていました。

一橋大学  法学部

奥野　さやかさん
（都立国立高校）

周りからは受かるのは厳しいのではな
いかと言われてきましたが、僕は合格
を信じて疑わず、結果として一橋大学
に合格することができました。その勝
因の大きな１つは、お世話になった講
師の方々の質が高かったことです。そ
のおかげで勉強の質が高まりました。
特に世界史の星先生の授業のおかげ
で、世界史は大の得意教科になり、全
国模試でもトップクラスの成績を修め
ることができ、受験本番でも重要な得
点源となりました。論述の対策講座の
後も多くの問題を添削指導していた
だき、大変お世話になりました。

一橋大学  法学部

石井　優さん
（桐朋高校）

私は８月中旬まで水泳部で活動してい
て、その他にも９月まで生物関係の学
会発表などの活動を行っていました。
周りの人よりも勉強の時間が確保でき
ていないという不安や、推薦入試に落
ちた時の気の迷いなど心理的な負担
が多い時期でしたが、センター合宿を
機に気持ちの切り替えをし、センター
試験や２次試験の効率的な学習法を
身につけることができました。その後、
enaの先生には試験直前まで色々と
気にかけてもらいました。心の支えとな
る存在があることが勉強に深く集中で
き、結果としてそれが合格につながっ
たと思っています。

筑波大学  生命環境学群

阿久津　春人さん
（都立国分寺高校）

私は入塾当初、特に英語は中学校の
総復習をしていたくらい、苦手な科目
でした。しかし、先生の分かりやすく
丁寧なご指導のもと、成績も上がり一
番好きで得意な科目にすることがで
きました。合宿をはじめ、センター対
策も充実していたので、先生方に相
談に乗ってもらいながら勉強を進めて
いきました。おかげでセンター試験本
番では苦手だった英語で190点を超
えることができました。enaには最後
まで支えていただきました。enaに入
らなかったらここまで伸びなかったと
思います。先生方、本当にありがとう
ございました。

東京学芸大学  教育学部

井口　結美子さん
（都立立川国際中等教育学校）

僕が第一志望である早稲田大学に合
格できたのは、enaに通っていたか
らこそだと思います。enaは先生方と
の距離が近く、何でも相談でき、小テ
ストで毎週自分の知識が確認できる
ところが良かったです。秋にある大学
別の日曜特訓や理社合宿では、自分
一人ではできないようなポイントを教
えていただきました。早稲田大学の
英語への取り組み方を教えていただ
いたり、２日間日本史だけを集中的に
学習し演習を通して全範囲を一気に
復習したりできました。受験は長く辛
いこともありますが、第一志望を諦め
ずに頑張ってください。

早稲田大学  文化構想学部

長家　陽太さん
（都立武蔵野北高校）

私は、都立中受験でもお世話になっ
たenaに継続して通いました。enaの
良いところは頻繁に先生と相談でき
ることです。不安を感じたときすぐ面
談担当の先生に相談できたので、迷
いを解決しながら勉強に取り組むこと
ができました。また、どの授業もとて
もわかりやすく、効率的に勉強できま
した。日曜特訓の授業では、同じ志望
校を目指す他の生徒たちと、高い緊
張感のもと、過去50年さかのぼった
先生の過去問データから最適なもの
を演習し、添削を受けるサイクルを繰
り返すことで学力を向上できました。

慶應義塾大学  環境情報学部

松橋　百葉さん
（都立立川国際中等教育学校）

私が合格できたのは、苦手だった英語
と世界史をenaの授業を受けることで
克服したからだと思います。初めは英
単語や世界史の用語などの基礎固め
に苦労しました。特に世界史が全くと
言っていい程伸びず、先生方や両親に
随分心配をかけました。夏に基礎を固
めて、秋の特訓授業で集中的に学習し
たことで、冬にようやく少し成果を感じ
ることができ、そのままペースを上げた
ことが合格に結びついたのだと思いま
す。受験生の皆さんは色々苦しみ、投
げ出したくなることもあると思います
が、そこを乗り越えた先に合格があると
思い頑張ってください。

立教大学  文学部

小嶋　美加留さん
（都立小金井北高校）

ｅｎａで努力して合格を勝ち取った先輩方に続こう。ｅｎａで努力して合格を勝ち取った先輩方に続こう。

10

ｅｎａ国立大学受験部

〒186-0002　国立市東1-4
０４２-５７４-１３０１(代)

2017年度　日曜特訓・清里合宿　要項

会場校舎案内

お申し込みの流れ

■日曜特訓要項 ■清里合宿
清里合宿場会　場ena国立大学受験部会　場

ena国立大学受験部会　場

日　程

時　間

受講料
(税込)

１講座7,020円

■高２東大プロジェクト

国公立大センター対策合宿
MARCH文系　徹底攻略合宿
9/16（土）～18（月・祝）

国公立大センター演習・2次対策合宿
私立大センター対策合宿
10/7（土）～9（月・祝）

38,880円

理社対策合宿
11/18（土）～19（日）

38,880円

23,760円

受講料(税込)合宿名

 受講料(税込)コース名

  9月：18（月・祝），24（日）
10月：1（日），29（日）
11月：3（金・祝），5（日），12（日），
  19（日），23（木・祝）

１限 9：00～13：10
２限 14：00～18：10

高２東大プロジェクト（文系） 37,800円
高２東大プロジェクト（理系） 52,920円
センター攻略演習 11/5（日） 6,480円

ステップ１ パンフレットをもとに、受講希望講座をご検討ください。

ステップ2 登録 ステップ3 料金について

日曜特訓・清里合宿ともに「コンセプト講座」です。通常授業では、テストによるクラス分けを基本としますが、
上記講座は完全自由選択になるので、どの講座も自由に参加することが可能です。
それぞれの講座は、設定された講座内容・レベルに合わせて進みますので、ご了承ください。

●登録〆切⇒8月22日（火）
提出された登録書に基づき、講座登録をさせていただきます。
なお、各講座・合宿とも先着順となります。講座・合宿によっては、
例年早期に締切になりますので、お早めにお申し込みください。

●自動引落日⇒9月12日（火）
日曜特訓および清里合宿の各料金
については、上記要項をご参照くだ
さい。
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