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http://www.ena.co.jp
 検索ena 「ena」で検索してください

携帯電話からでも
アクセスできます。
※パソコン・スマートフォン
のみ対応のページです。
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大学受験部ブログ

スケジュール

申込方法

お申し込み・お問い合わせ 校舎受付時間/14:00～21:00（日曜・祝日除く）

（日曜・祝日除く）

引落日：三菱UFJファクター3/12（木）

クラス分け発表とテキストの配布を
行います。 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。

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

ena
ホームページ

2020年大学入試の速報データについてセ
ンター試験を中心にご説明致します。また、
合格者による体験談を交えて、enaによる合
格必勝法をお伝えします。 

10:30～12:003/15㊐

2020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。

東大・一橋大に挑戦（   ）新高3
対象大学入試報告会    （   ）新高１～新高３生徒・
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受講科目をご確認のうえ、講習会登録
確認書を２月18日（火）までに校舎窓
口までご提出ください。

原則として本科と同一クラスでの受
講となります。必要に応じて選抜テ
スト・学力判定テストを受けていた
だき、クラスを決定します。

現在の学力に最適なクラスを受講し
ていただくために、模試の成績資料
等をお持ちいただき面談を通して決
めさせていただくか、学力判定テス
トを受けていただいた後に面談を実
施してクラスを決定します。

ena国立大学受験部
LINE ID：@153uqiit

（代）☎042-574-1301

春期講習会Ⅰ期 春期講習会Ⅱ期 共通テスト攻略演習

3/15㊐ 13:30～19:00

2020.3/26［木］

春期
講習会
ena国立大学受験部

開講



東北大学 薬学部

共通テスト攻略演習
新高３  特別講座

で合格を勝ち取っ た先輩に続こう!

伊東 諒さん
（都立国分寺高校）
僕は大手予備校にも体験に
行ったのですが、授業後の
質問にたくさんの人が並んで
いて効率が悪いと感じ、また
浪人生の方が多く息苦しく感じたため、現役
生専門のenaに通い始めました。enaの数学
の授業で扱う問題は難しいものもありました
が、面白い問題が多く、実際の入試にも応用
の効く力を身につけることができました。

合格合格 合格合格合格合格合格合格
箕輪 竜太さん

（都立多摩科学技術高校）
矢吹 愛美さん

（都立立川高校）
瀧上 将太郎さん

（昭和第一学園高校）
小中高合わせてenaには７年
半通っていましたが、先生や
チューターさんとの距離が近
く、相談や質問にすぐ対応し
てくれるenaの強みは、他にはないものだと考
えています。受験期は、先生やチューターさん
に、学習の進み具合を１週間に１回見てもらい
ました。みなさんも、先生やチューターさんと
計画を立てて、他の受験生にリードをとってみ
てください。

受験のストレスが溜まる中で
も、enaの先生は僕のことを
とても気にかけてくれていま
した。ここまで深い信頼関係
ではなかったら僕は受験そのものを諦めてい
たかもしれません。enaの先生が言うように勉
強すれば自分の望む結果を得られます。中学
生の頃、頑張って偏差値40だった陸上バカで
も明治大学に合格できたので、後輩のみなさ
んはきっと大丈夫です。頑張ってください！

enaでの受験生活を振り返
ると、死にもの狂いで勉強し
ていく中で、「これは自分の
人生で、自分の人生を少しで
も良くするための、自分の為の受験なんだ」と
いう自覚が生まれてきました。enaは自分が本
気になればなった分だけ全力でサポートして
くれます。最後まで面倒見よく、時に厳しく親
身になってご指導くださった先生方、本当にあ
りがとうございました。

東京農工大学 工学部 早稲田大学 文化構想学部 明治大学 理工学部

今年度から新しく始まる「大学入学共通テスト」の試行調査を基に作成された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

4 4/ 土 4 5/ 日
英語（リーディング・リスニング）、
数学ⅠＡ、数学ⅡＢ、国語

2019年 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。春期講習では、受験に向けた１年間の
カリキュラムの中でも最初に学ぶべき重要単元を扱います。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。

49名早慶上智理科大

国立大学受験部 １校舎単独実績
東大        3名   京大        4名
一橋大     3名   東工大     1名

（国公立大合計２８名）

57名（明治・青山学院・立教・中央・法政）
MARCH

東京大学 文科三類

山本 真愛さん
（都立国立高校）
受験では１・２年生からの積
み重ねが重要です。私は3年
の文化祭で演劇の監督を務
め、夏休みの総勉強時間は
あまり多くなかったですが、合格できた理由と
して、１・２年生のうちに基礎固めをしたこと
が挙げられます。東大入試１日目の夜に泣き
ながらenaに来た私を励ましてくださった先生
方がいなければ、合格はなかったと思いま
す。

合格合格 合格合格
藤田 結衣さん

（都立武蔵高校）
enaに通って良かった点は、
分かりやすく、力がつく授業
はもちろんのこと、受験直前
まで世界史の論述や英作文
の添削をしてもらえた点です。参考書を見て自
分で答え合わせをするのとは比べ物にならな
いほど多くのことを学び、次に生かしてより良
い答案を作ろうとすることが出来たので、２次
試験での得点につながったと思います。

一橋大学 社会学部

直接指導
～授業を担当する講師が教科指導から受験指導までを担当し、生徒一人ひとりの可能性を最

大限に引き出します～
■授業を担当し、生徒の状況を把握しているプロの講師が、生徒の特性・成績や大学

の特徴を踏まえたきめ細かな教科指導、受験指導を行います。
■授業担当講師が直接過去問の記述・添削指導を行い、志望校の過去問への対応力

と記述答案作成力を鍛えます。また、推薦入試対策では、志望理由書作成や模擬面
接を担当講師がバックアップします。

　　　　　　 授業や面談を通じて、各自の志望校や目標に向けた１年間の学習指針を示します。

少人数授業
～講師が全員の顔と名前を把握し、的確な指導を行うことで、ライバルと切磋琢磨しながら

主体的に学ぶ力を育みます～
■生徒一人ひとりに目が行き届く人数のクラスで、学年・志望校・レベルに応じた最

適なカリキュラムで授業を行います。
■授業レベルに応じて、アクティブラーニングを採用したり、小テストや授業の確認テ

ストを定期的に実施することにより、生徒一人ひとりの答案作成力や基礎知識の
定着度を高めていきます。

　　　　　　 授業では、各教科、１年間のカリキュラムの中で最初に学ぶべき最重要単元を習得します。

通いやすい環境
～生徒一人ひとりの学校や学年・部活・学校行事・学習習慣に合った学習環境を提供します～
■学校行事や部活動と両立しながら通うことができるように、18:00以降に開始する授業を各学年多く開講

しています。
■国立駅徒歩30秒と駅からたいへん近く、駐輪場も用意、またライバルとともに集中できる自習室をほぼ年

中無休で完備しています。
■憧れの大学に通う先輩チューターが、勉強の質問や進捗管理はもちろん、学校生活についての相談にも応

じます。

大学受験部 3つの特長大学受験部 3つの特長

春期講習会

春期講習会

学年 講座名 指導内容

新
高
３

学年 指導内容

選抜 ◯ ◯

◯ ◯

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。空所補充・正誤問題・英作文等を
扱い、正確な文法力・記述力を養成します。

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。

入試に出題された短めの英文の精読を中心とした読解の練
習を行います。英文の構造把握から始め、英文の正しい読み
方を習得していきます。

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。

数 学
Ⅲ

選抜 ◯

◯ ◯標準

様々な分野の基礎となる「数と式」・「２次関数」の分野を中心に
扱い、基本事項の確認から入試問題への活用法までを学びます。

「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。

「複素数平面」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。

講座名 クラス 国公立 私立 国公立 私立

※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。

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、難関大レベルまで引き上げます。

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 ◯ ◯ 古代史の、大学レベル毎の頻出事項をおさえた講義と演
習を通して、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

全レベル

物　理 ◯ ◯ 「力学」分野の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。

全レベル

◯ ◯ 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。

標準

古　文
◯ ◯ 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。
選抜

◯ ◯
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。

標準

現代文

◯
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るとともに、
記述問題への対処法も学びます。

選抜

全レベル

全レベル

全レベル

英 語

数 学

古 文

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。

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。

選抜

標準

選抜

標準

選抜

標準

中高一貫校に通う生徒を対象にしたクラスで、数学Ⅱの「式と
証明」の単元を扱い、教科書例題レベルから典型問題が解け
る力を養います。

一貫

新
高
１

学年 講座名 指導内容クラス

英文法
・作文

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
事項を整理し、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。

「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
展させていきます。

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。

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

一貫

新
高
２

学年 講座名 指導内容クラス

講座案内



【新高３コース】 【新高２コース】

※クラスについて
・「Ｓ」は選抜クラス、「Ａ・Ｂ」は標準クラスとなります。「ＯＰ」は遅い時間にしか参加できない人のための標準クラスです。「一貫」は中高一貫校専用クラスです。
・春期講習会のクラスは原則希望制となりますが、お申し込み時に相談のうえ決定いたします。

※「３講座無料」特典をご利用の際の教材費について
・新高３・新高２コースともに、１講座につき1,650円（税抜1,500円）を頂戴いたします。
・本特典の申込期限は３月２１日となります。

　＊お申し込みいただいた後、１週間以内に上記口座まで受講料のお振込みをお願いいたします。

☆ｅｎａ使用欄

お申し込みは、校舎に直接お越しいただくか、またはＦＡＸ（042-580-7452）でも承ります。

13:00～15:10

19:10～20:10

15:20～16:20

16:30～17:30

16:30～17:30

受講講座数

講座

時間

18:00～19:00

19:10～20:10

15:20～16:20

20:20～21:20

一覧入力 システムＺ 受講料

（　　　　　　）　　　　　　―　　　　　

受講料
(税込)

円

Ⅱ

Ⅱ

19:10～20:10

20:20～21:20

―

自宅
電話番号

（　　　　　　）　　　　　　―　　　　　
生徒

携帯電話

保護者
氏名

住所
〒

フリガナ

日生

フリガナ ご捺印 在学校名

生徒氏名

２０２０年度　春期講習会申込書 講習生

下記の内容で２０２０年度春期講習会に申し込みます。

１．下記の太枠欄を全てご記入の上、受講校舎窓口へご提出ください。ご捺印をお忘れなくお願いします。

２．講習料は下記ｅｎａ指定の銀行口座へお振込みください（手数料保護者様負担でお願いします）。

西暦

３．ご記入いただいた氏名・住所・電話番号は各種イベントサービスに関する情報のお知らせに利用させて頂きます。

生徒番号 出身校舎

月

性別 生年月日

２.女

１.男

年

受講料
振込先口座

みずほ銀行 ユリノキ支店　普通　5951000
株式会社学究社　代表執行役　河端真一

　　カ）ガッキュウシャ　ダイヒョウシッコウヤク　カワバタシンイチ

Ⅰ

クラス分けテスト ena使用欄（特典）

Ｓ

Ａ

Ⅰ

20:20～21:20

○印

手続日 受付印

期間クラス

英文法・作文

Ｂ

Ａ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ｓ Ⅰ

講座名

Ｓ

OP

Ａ

Ｓ

数学ⅠAⅡB

英語長文

Ｓ Ⅱ 20:20～21:20

Ａ Ⅱ 20:20～21:20

19:10～20:10

Ｂ Ⅱ 20:20～21:20

数学Ⅲ
Ⅰ

ⅠＡ

Ⅰ 13:00～15:10

Ａ
古文

Ｓ Ⅱ 19:10～20:10

Ⅱ 16:50～19:00

日本史

化学 Ⅱ 16:50～19:00

世界史

Ⅱ 14:10～16:20

19:10～20:10

19:10～20:10

Ⅱ 13:00～14:00

Ⅱ

Ⅰ 20:20～21:20

○印 講座名 クラス 期間 時間

英語長文

Ｓ２ Ⅱ 18:00～19:00古文

現代文
Ｓ

生物 Ⅰ

英文法・作文

Ｓ

Ａ１

Ａ２

Ｓ

Ａ

　＜開講期間＞
　　Ⅰ：3月26日(木)～3月29日(日)
　　Ⅱ：3月31日(火)～4月 3日(金)

20:20～21:20

18:00～20:10一貫 Ⅰ

数学

物理

Ｓ１ Ⅱ 20:20～21:20

Ａ Ⅱ

＊ 新高３共通テスト攻略（4月4・5日）の受講をご希望の
際は、校舎窓口にてお問い合わせください。

18:00～20:10

Ａ Ⅰ 18:00～20:10
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