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携帯電話からでも
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春期講習会Ⅰ期 春期講習会Ⅱ期

国公立入試問題に挑戦

講習会登録確認書を校舎窓口までご
提出ください。科目の変更は2/17（土）
までに校舎までお申し出ください。
引落日：三菱UFJファクター3/12（月）

選抜テストもしくは学力判定テスト
を受けていただきます。
※クラス分けに関して面談を実施す
　る場合がございます。

クラス分け発表とテキストの配布を
行います。
（校舎によっては通常の授業日に行
う場合があります）

開講日・時間帯につきましては、
学年及びコースによって異なって
おりますので、校舎より配布され
る時間割にてご確認ください。

●一度納入された講習料は原則と
して返金できません。春期講習会
料金表をご確認の上、お申し込みく
ださい。

講習会申込書に必要事項をご記入
のうえ、校舎窓口へご提出ください。
受講料につきましては、お申し込み
の際にお伝えする、弊社指定の銀行
口座へお振込ください。

現在の学力でもっとも理解しやす
いクラスで学習していただくため
に、学力判定テストを受けていた
だきます。テストの実施日、実施
時間等は、校舎窓口でお申し込み
の際にご案内いたします。

講習会開講にあたり知っておいて
いただきたい点（持参するものな
ど）や学習の方法についてご説明
いたします。また、クラス分けの
発表とテキストの配布も同時に行
います。

校舎情報や、チューターによる大学紹介、スタッフの日々の
呟きなどを掲載しています。
ぜひご覧ください。

本部 0120-06-1711 ※enaのフリーダイヤルからもお問い合わせを承っております。 本部受付時間／10:00～18:00

2018年2月25日に行われる国公立大入試問題のうち、英語の典型的な
問題について演習と解説を行い、記述論述問題への対応を学びます。入
試ガイダンスも同時に行い、今後の指針を得られるようにします。　　
　　　　

2018年2月25・26日に行われる東大・一橋大の実際
の英語・数学の入試問題に挑戦し、自分の最終的な到
達目標を知るイベントです。解説授業の中で、入試傾
向や今後の学習計画についても明確な指針が得られ
ます。
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ena
ホームページ

春期講習の直前に、無料公開講座を実施します。
お好きな１講座から受講できますので、お気軽にご参加ください。
※日時・講座内容は別紙をご覧ください。

センター
攻略演習

東大・一橋大に挑戦（   ）新高3
対象 （   ）新高3

対象
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東京大学 文科三類

センター攻略演習
新高３  特別講座

で合格を勝ち取った先輩に続こう!

安井 歩美さん
（都立国立高校）
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、入試直前期には東大の各
科目の過去問を個別に添削指導していただきま
した。本当にたくさんの先生方に支えていただ
いた３年間だったと感じます。

合格合格 合格合格合格合格合格合格
栗原 優紀さん
（都立立川高校）

阿久津 春人さん
（都立国分寺高校）

井口 結美子さん
（都立立川国際中等教育学校）

自分は、家から通いやすいこと
もあって、高校１年の頃からena
にお世話になっていました。
enaでは春期講習も普段の授業
も時間帯が部活と重ならないように設定されている
ので、最後まで部活を続けながらも勉強できまし
た。また週に一度、enaの先生方と勉強の進度を確
認しながら課題に取り組んだり、過去問の添削をし
ていただき、弱点を見つけ修正していったことが合
格に結び付いた勝因だと思います。

私は入塾当初、英語は中学校から
総復習をしたいくらい苦手な科目
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できました。また、教科数
が多くて勉強が予定通り進まず、何度も焦ったりくじけそ
うになったりした時も、enaの先生方はいつも相談に乗
ってくださり、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。

私は８月中旬まで水泳部で活動し、
さらに９月は生物関係の学会発表、
10月には筑波大学の推薦入試を受
験したりと、タイトなスケジュール
の受験生活を送っていました。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、試験
直前までenaの先生には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。

京都大学 農学部 筑波大学 生命環境学群 東京学芸大学 教育学部

センター試験そっくりのオリジナル問題を演習形式で解き、現在の学力を測ります。終了後には解説授
業により、志望校ごとの合格ラインや、目標達成のための学習法についてお伝えします。

の春期講習会 講座案内

コース案内

4 4/ 水
英語、国語、
数学ⅠA・ⅡB

2017年度 大学入試合格実績

春は各学年ともに、第一志望校合格に向けてスタートを切る重要な時期です。
新高３生は、現役合格に向けて本格的な受験勉強を始める絶好の機会です。新高２生は、学力に差がつく時期のた
め、将来の志望校合格に向けて、得意科目を大きく伸ばし、苦手科目を克服することが重要です。新高１生は、高校
生活スタートにさきがけて、高校の学習内容を先取りすることが重要です。
enaは、みなさんが最高のスタートを切ることができるよう全力でサポートします。

東大・京大・
一橋大・東工大 15名

123名

国公立大 64名
早慶上智大 107名MARCH

国公立大学の二次試験のほとんどが記述論述問題であるため、記述対策は必須です。enaでは、一斉指導の大手予備
校や映像系の予備校とは異なり、プロの講師が直接答案添削、和訳・現代語訳添削、要約添削を行います。１年間で３
教科合計100題以上の記述問題を実施して、記述力を養成します。

高３国公立大コース

私立大入試やセンター試験に必要となる全単元を、各授業１年間で全て網羅します。入試問題に特徴のある英語長文
や現代文については専用のコース授業を用意し、私立大受験やセンター試験の対策を行います。３教科に特化して、学
習を効率よく進めることができます。

高３私立大コース

高２の１年間で、英数国はセンター試験に必要な全ての単元を網羅するカリキュラムで学習します。また、選抜クラスを中
心に、高２のうちから国公立大の２次試験を視野に入れた記述力の強化も行います。授業で単元別に学習した内容を中
心とした問題演習を行うことにより、早いうちから記述問題への対応力を高めます。

高２コース

enaの授業の多くは、単元の導入⇒重要事項の解説⇒問題演習⇒確認テストという流れで行い、授業内で無理なく着
実に力をつけることができます。学校の進度の半歩先を学ぶカリキュラムを組んでおり、それにより学校の授業の理解度を
高め、効率的に学習を進めることを可能にします。

高１コース

大学入試改革を見据えて、各授業で「記述力」を鍛えます。
高１・高２時点から記述問題に多く取り組み、高３時では３教科合計で年間100題以上の記述問題を実施し
ます。
　　　　　　 選抜クラスを中心に、各科目重要単元で記述力を身に着けます。

高２終了までに、英数国のセンター試験得点力を磨きます。
英数国については、高２のうちにセンター試験で必要なカリキュラムを網羅します。基幹科目の基礎知識事項
を小テストや確認テストを通して習得してもらい、授業では「わかる」から「できる」につなげていきます。
　　　　　　 授業で学んだことが、得点に結びつくことを実感してもらいます。

「直接指導」で、一人ひとりの状況に合わせた合格大作戦を実施します。
生徒の理解度を把握しながら、「ライブ」の授業を行うとともに、授業担当講師が直接受験指導を行うことで、
第一志望校合格に最短距離で向かえるようにします。
　　　　　　 授業後の面談の中で、第一志望合格のための指針を示します。

の学習指導のポイントの学習指導のポイント

春期講習会

春期講習会

春期講習会

※実施講座の詳細・時間割は校舎までお問い合わせください。

学年 講座名 指導内容

新
高
３

学年 指導内容

選抜 ◯ ◯

◯ ◯

国公立
英語
長文

英文法
・作文

標準

選抜 ◯

◯標準

新
高
３

難関大で差がつく英文法・作文の問題演習を行い、解説講
義でポイントを整理します。授業では空所補充・整序英作文・
正誤問題に加え、英作文や英文解釈に対応するための正
確な文法力・記述力も養成します。

受験英語において最も重要な「文型と動詞の語法」を扱い
ます。重要事項の解説と問題演習を通じて、典型的な入試
問題を解けるようにするとともに、英文法の土台を固めます。

難関国立大の入試問題を題材にし、精読から、全体主旨把
握までを扱い、難関大の問題に対処するための論理的読解
法を学びます。

◯

センター・
私立
英語
長文

◯標準
センターや私立大の入試問題を題材に、英文の精読を中心
とした読解の練習を行います。短めの英文の解釈から始め、
英文の正しい読み方を習得していきます。

◯
センター・
私　立
現代文

◯標準
入試問題を含む文章の読解を通して、これからの受験に必
要な読解力・設問対応力を身につけていきます。恣意的でな
い、客観的な読解と解答を目指します。

入試に出題された短めの英文の精読を通じて、英文の構造
把握・和訳を中心とした練習を行います。文型の知識や考え
方を活かして、英文を正確に解釈できるように指導します。

数 学
ⅠA・ⅡB

選抜 ◯

◯ ◯標準

受験数学の根幹となる重要問題の演習を通して、難関国公
立大入試に必須となる問題へのアプローチ法を学びます。

国公立
現代文 選抜 ◯

難関大で出題された入試問題の読解を通して、受験に必要
な読解力・設問対応力を身につけていきます。記述問題への
対処法も学びます。

数 学
Ⅲ

選抜 ◯

◯ ◯標準

様々な分野の基礎となる「数と式」について、基本事項を用
いていかに入試問題を解いていくのかを学びます。

「微分法」の既習者を対象に、入試問題演習を通して総復
習を行いながら、難関大の問題への応用力を鍛えます。

「数列と関数の極限」を扱い、基本の導入から重要問題の
解法までを学び、入試問題に対応できる力を養います。

古　文

選抜 ◯ ◯

◯ ◯標準

全レベル

知識事項の総まとめとして「識別問題」を扱って、文法知識を
活かしながら読解をしていく方法を習得します。

物　理 ◯ ◯ 「力学」の分野について、重要例題の解説を通して、重要事
項の理解から入試典型問題への解法までを学びます。

助動詞や単語など受験古文の基礎となる重要事項を確認・
整理しつつ、読解問題へとつなげていきます。

講座名 クラス 国公立 私立 国公立 私立

化　学 ◯ ◯ 理論化学の重要事項をまとめた後、入試問題演習を
行い、難関大で必要なレベルにまで引き上げます。

生　物 ◯ ◯ 「生物基礎」の遺伝子のはたらきの分野を、重要事項
の確認と典型問題の演習・解説を通じて習得します。

日本史 ◯ ◯ 古代史を扱い、大学レベル毎の頻出事項をおさえながら
講義と演習を行い、１年間の日本史学習の礎を築きます。

世界史 ◯ ◯ 古代西洋史の範囲についての講義を行い、流れを正しく
把握し、難関大入試に必要な知識・思考力を養います。

クラス

英 語

英文法
・作文

数 学

古 文

英 語
長 文

数 学

古 文
高1の間に勉強してきた、用言・助動詞などの重要文法
事項を整理することと、基本的な文章の読解を学ぶこと
で、これから始まる本格的な読解に備えます。

数学Ⅰ「数と式」「集合と論理」を扱います。この単元は数
学すべての土台となるものです。高校数学学習のための、
ひいては受験数学攻略のための基礎力づくりを行います。

高校古文とはどのようなものか知ることから始めます。現
代文と異なる部分をしっかり把握することで、新学期か
らの古文の勉強をスムーズに進められるようにします。

「指数関数・対数関数」を扱います。この単元は問題の
バリエーションが少ないため、短期間で得点力を養成で
きます。基本事項の説明から始め、入試問題レベルへと
発展していきます。

数学Ｂ「数列」の範囲を扱います。基本的な考え方の理
解から始め、入試問題が解けるレベルまで発展させてい
きます。

入試から厳選した英文の精読を行うことで、正しい英文
の読み方を習得します。読解のために必要な知識や正
しい考え方を学ぶことで、文構造を正確に把握し、英文
の意味を正しくとらえる力を養います。

大学受験で必要なのは、中学時代の「日本語を介した
英語」ではなく「品詞の理解を伴う英語」です。高校英語
と大学受験の基礎となる「文型」と「品詞」を理解し、完
全にマスターすることを目指します。

入試に必須となる「文型と品詞の理解」を大学受験レ
ベルまで引き上げます。基本的な説明から始め、入試問
題レベルにまで発展させて、高２段階で英文法を固める
ための礎を築きます。

選抜

標準

選抜

標準

選抜

標準

選抜

標準

選抜

標準

選抜

標準

選抜

標準

一貫

数学Ａ「確率」の範囲を扱います。教科書例題レベルと
なる基礎の習得から始め、典型問題が解けるレベルにし
ます。

一貫

新
高
１

新
高
２

全レベル

全レベル

全レベル

全レベル


