
■都立中・県立中の適性検査・作文対策
■私立中・国立中など志望校に合わせた対策
■学校の復習や学習習慣の確立

小学生で学んだことは、その後の勉強に大きく役立ちます。だからこそ、知識を使って自ら考える「真の学力」を育むとともに、
ノートの取り方、見直しの仕方、復習の仕方など、自分にあった「勉強の仕方」の指導も大切にします。
中学受験をするお子さまも、受験を予定していないお子さまも、それぞれの目標にあった学習のサポートをします。
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個別enaの本科授業は、お子さまのご都合に合わせて曜日・時間を選べるので、部活と塾の両立が可能です。
5教科を学習できるシステムで、都県立高校受験への対策も万全です。
都県立高合格に抜群の実績を持つ個別enaにお任せください。

小学生
■志望校の出題傾向・受験形式に応じた対策
■中学校の定期テスト・内申点対策
■中高一貫校通学者の内部進学対策

中学生

都県立中合格を勝ちとる

※実際のスケジュールはお通いいただく校舎と相談のうえ決定いたします。

●小6 都立中受検プラン
月曜～土曜／1コマ80分 月 火 水 木 金 土 日

1限

2限 14:35～15:55

13:10～14:30

3限 16:00～17:20

4限 17:25～18:45

5限 18:50～20:10

6限 20:15～21:35

習い事

個別enaなら受検
のために習い事を
諦めなくても大丈
夫です。

自習

授業
（文系）

自習

授業
（理系）

授業
（適性演習）

自立学習
（算数演習）

自立学習
9：00

～

13：10

授業
13：45

～

19：20

難関私立中入試をはるかに凌ぐ高倍率の都立
中・県立中入試において、ｅｎａは合格実績No.1で
す。個別enaでは、集団指導のena本科と同じカリ
キュラムと模試を、個別指導で提供可能です。
enaオリジナルのテキスト「パースペクティブ」や、
丁寧な記述・作文指導を通して生徒に合わせた適
性検査対策をおこないます。

私国立中合格を勝ちとる

私国立中入試対策では、国語・算数・理科・社会
のバランスが大切です。志望校ごと、時期ごとに
最適な授業スタイル・指導計画をご提案します。
難関私国立中対応のさまざまな特訓授業もご用
意しております。enaをはじめとする集団指導塾に
通塾をしながら、苦手な教科だけ個別指導でフォ
ローを受けることもできます。集団指導塾のテキス
トに沿った指導も可能です。

基礎的な力を定着させる

個別enaでは、学校の授業で生じた疑問を一つ
ずつ解決し、わかる喜びやできる楽しさを実感で
きる授業をします。授業報告ノートでのやり取り
や自立学習を通じて、中学進学の前に、ノートの
取り方や復習の仕方など、「勉強の仕方」が身に
つくように指導します。既習範囲の復習や不得
手な単元の克服などさまざまなご要望にお応え
します。

第一志望校合格に向けてオリジナルカリキュラ
ムを作成し、無理なく効率的に学習を進めます。
都県立高志望者のための5教科型カリキュラム、
私立高志望者のための学校別カリキュラム、
推薦入試対策など一人ひとりに最適なご提案
をします。受験校決定をはじめとする進路指導
も万全です。

成績大幅アップを実現する

学校の進度に合わせた授業と、定期テスト前の
特訓授業で、成績の大幅アップを実現します。
テスト3週間前から前日までの学習方法の指導
や、提出物完成のためのスケジュール管理も徹
底しておこないます。定期テストの得点や内申
点は、志望校の選択に大きくかかわってきます。
地域の公立中に特化した定期テスト対策で内
申点アップを実現します。

第一志望高校合格を
勝ちとる

※実際のスケジュールはお通いいただく校舎と相談のうえ決定いたします。

●中3 都立高受験プラン
月曜～土曜／1コマ80分 月 火 水 木 金 土 日

1限

2限 14:35～15:55

13:10～14:30

3限 16:00～17:20

4限 17:25～18:45

5限 18:50～20:10

6限 20:15～21:35 授業
（英語）

自立学習
（国・理・社）

授業
（数学）

自習 自習

部活部活部活部活部活

自習

自立学習
9：00

～

13：10

授業
13：45

～

19：20

※実際のスケジュールはお通いいただく校舎と相談のうえ決定いたします。

●小6 私国立中受験プラン
月曜～土曜／1コマ80分 月 火 水 木 金 土 日

1限

2限 14:35～15:55

13:10～14:30

3限 16:00～17:20

4限 17:25～18:45

5限 18:50～20:10

6限 20:15～21:35

授業
（国語）

授業
（算数） 自習 自習

自立学習
（理科社会）

自立学習
9：00

～

13：10

授業
13：45

～

19：20

※実際のスケジュールはお通いいただく校舎と相談のうえ決定いたします。

●中3 内申対策プラン
月曜～土曜／1コマ80分 月 火 水 木 金 土 日

1限

2限 14:35～15:55

13:10～14:30

3限 16:00～17:20

4限 17:25～18:45

5限 18:50～20:10

6限 20:15～21:35

部活 部活 部活 部活
部活

自立学習
（理科）

授業
（英語）

授業
（数学）

自習

※実際のスケジュールはお通いいただく校舎と相談のうえ決定いたします。

●小6 基礎学力定着プラン
月曜～土曜／1コマ80分 月 火 水 木 金 土 日

1限

2限 14:35～15:55

13:10～14:30

3限 16:00～17:20

4限 17:25～18:45

5限 18:50～20:10

6限 20:15～21:35

習い事

授業
（算数）

授業
（英語）

習い事

個別enaなら受験のた
めに習い事を諦めなく
ても大丈夫です。

個別enaなら部活との
両立も可能です。

学校の内容と併走
しながら授業を進め
ています。

英検の対策など、短
期間の追加受講も
可能です。

習い事

個別enaなら受験のた
めに習い事を諦めなく
ても大丈夫です。

各週1回理 系文 系 適性演習 〈算数演習〉週1回自立学習

各週1回国 語算 数 〈理科・社会〉週1回自立学習

各週1回英 語算 数

各週1回数 学英 語 〈国語、理科、社会〉週1回自立学習

各週1回数 学英 語 〈理科〉週1回自立学習

定期テスト・内申アップを
より確実にする

高校受験で合格を勝ち取るには内申点アップが
不可欠。個別enaは定期テストの点数アップを
軸に、課題の提出状況の確認や平常点の上昇
も含めて内申点アップの指導をし、「週1回の通
塾で20点の成績アップ」を保証しています。

●成績保証コース

入塾前直近の定期テストの点数（基準点）より+２０点の成績を保証します。ただし基
準点が60点以上の場合は80点以上。もし到達できない場合は、保証期間終了後の
翌期間の本科授業料（月4コマ）の授業料を免除いたします。さらに無料で対象教科
80分×2コマの直前テスト対策授業を実施し万全を期します。

公立中学生（公立中高一貫校生除く）＋20点保証

対   象 公立中学生（公立中高一貫校生除く）
※中学1年の12月～中学3年の4月の間に入塾した方

対象教科 英語・数学・国語・理科・社会

日曜特訓で演習
量を確保し、得点
力を高めます。

日曜特訓で演習
量を確保し、得点
力を高めます。

日曜特訓では志望校
の出題傾向にあわせた
問題演習を行います。

（内容は変更する場合があります。）

受講プラン
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