
 では10時間以上の指導実績のある生徒のみを合格実績にカウントしています。                からの合格者も含みます。

は本部にお電話をいただくだけで、すぐに他校舎へ転校することが可能です。 

宝仙学園中 311名  八王子学園中 232名 西武学園文理中 224名 聖徳学園中 209名
郁文館中 183名  浦和実業学園中 170名 安田学園中 140名 かえつ有明中 98名
聖望学園中 90名  上野学園中 83名 佼成学園女子中 77名 駒込中 72名
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適性検査型入試実施私立中適性検査型入試実施私立中
合
格2964名2964名

合
格94名

開成・筑波大駒場・武蔵・駒場東邦・女子学院・雙葉・聖光学院・
筑波大附属・お茶の水女子大附属・早稲田・早稲田実業・
慶應中等部・慶應湘南藤沢・渋谷教育幕張・渋谷教育渋谷・
豊島岡女子学園・海城・桐朋・浅野・浦和明の星女子中

開成・筑波大駒場・武蔵・駒場東邦・女子学院・雙葉・聖光学院・
筑波大附属・お茶の水女子大附属・早稲田・早稲田実業・
慶應中等部・慶應湘南藤沢・渋谷教育幕張・渋谷教育渋谷・
豊島岡女子学園・海城・桐朋・浅野・浦和明の星女子中

他多数合格

開成中 3名  筑波大駒場中 1名 武蔵中 1名 駒場東邦中 2名 女子学院中 2名
雙葉中 1名  聖光学院中 4名 筑波大附属中 1名 お茶の水女子大附属中 1名 早稲田中 3名
早稲田実業中 1名  慶應義塾中等部 1名 慶應義塾湘南藤沢中 20名 渋谷教育幕張中 16名 渋谷教育渋谷中 15名
豊島岡女子学園中 2名　　 海城中8名　　 桐朋中7名　　 浅野中1名 　　 浦和明の星女子中4名

私
国
立
中
入
試

他多数合格

※2月26日時点

※2020年度入試の都立高は3月2日が一般入試の合格発表日です。発表後チラシやホームページでお知らせいたします。

都立高
推薦
入試

進学指導重点校 
進学指導特別推進校

日比谷高9名・西高9名・国立高16名・立川高17名・
戸山高7名・青山高2名・八王子東高8名
新宿高5名・国分寺高7名・国際高4名・小山台高7名・
駒場高8名・小松川高9名・町田高3名

合格

合格

私立高受験塾では、私立高合格者増のために、都立高推薦入試を
積極的に勧めません。都立高に推薦合格すると、その学校に入学手
続きをせねばならず、私立高合格実績が減ってしまうからです。
enaは都立高推薦合格を目標とし、多数の合格者を輩出しています。

合
格 48名

昨年同時期

 なら
推薦入試対策も
万全

102名南多摩中 定員
160名
合格占有率
64%ena八王子北口・南大沢各10名／ena立川南口8名／

ena西八王子7名／ena町田6名／ena成瀬・みなみ野各5名／
ena鶴川4名／ena府中・昭島・河辺・八王子南口・調布各3名／
ena小金井・国立・福生・豊田・北野・多摩センター・京王堀之内・橋本各2名 102名立川国際中 定員

160名
合格占有率
64% 85名

ena仙川12名／ena調布8名／ena三鷹・吉祥寺各6名／
ena武蔵境北口・つつじヶ丘各5名／ena若葉台4名／
ena武蔵境南口・久我山・稲城・荻窪各3名／
ena府中・桜ヶ丘・八幡山・経堂各2名

三鷹中 定員
160名
合格占有率
53% 84名

ena新御徒町・千住大橋各7名／ena六町5名／
ena豊洲・綾瀬・北千住・西新井・浅草橋・巣鴨・王子・国際部東京各3名／
ena西葛西・葛西・瑞江・東大島・赤羽・押上・青砥・
お花茶屋・竹ノ塚・町屋・入谷・谷在家各2名

白鷗高附属中 定員
160名
合格占有率
53%

78名
武蔵高附属中 定員

120名
合格占有率
65%ena武蔵境北口・国立各6名／ena田無・ひばりが丘各5名／

ena小金井4名／ena国分寺南口3名／
ena花小金井・東小金井・国分寺北口・東府中・福生・
仙川・八王子北口・西永福・荻窪・高円寺各2名 77名

ena西永福11名／ena中野10名／ena中野坂上9名／
ena高円寺5名／ena椎名町3名／
ena勝どき・豊洲・下井草・武蔵境北口・
平和台・荻窪・馬込各2名

富士高附属中 定員
120名
合格占有率
64%

55名
ena雪が谷大塚7名／
ena大井町5名／ena旗の台4名／
ena三軒茶屋・上野毛・桜新町・祐天寺各3名／
ena狛江・豪徳寺・武蔵小山・駒沢大学・馬込・蒲田・大森各2名

桜修館中 定員
160名
合格占有率
34%

71名ena大泉学園12名／ena練馬8名／ena保谷6名／
ena中村橋5名／ena江古田4名／
ena上井草・富士見台・ひばりが丘・椎名町各3名／
ena武蔵関・上石神井・花小金井・平和台・石神井公園各2名

大泉高附属中 定員
120名
合格占有率
59% 64名

ena志村坂上4名／
ena船堀・市ヶ谷・茗荷谷各3名／
ena豊洲・木場・沼袋・赤羽・平和台・北千住・
両国・本駒込・巣鴨・王子・中野各2名

小石川中 定員
160名
合格占有率
40%

62名
ena市ヶ谷14名／
ena御茶ノ水9名／
ena飯田橋7名／ena葛西3名／
ena西葛西・東大島・浅草橋・早稲田各2名

区立九段中等 定員
160名
合格占有率
39% 42名ena東陽町・錦糸町各4名／

ena瑞江・平井・小岩各3名／
ena豊洲・東大島・新小岩・東向島・綾瀬各2名

両国高附属中 定員
120名
合格占有率
35%

江戸川区 30名 葛飾区 11名 墨田区 16名 江東区 31名 荒川区 5名 台東区 19名 足立区 36名 中央区 10名 千代田区 36名 文京区 5名 北区 12名 港区　3名 品川区　15名 大田区 21名
豊島区 17名 新宿区 5名 目黒区 6名 板橋区 14名 中野区 26名 世田谷区 26名 練馬区 66名 杉並区 50名 武蔵野市・三鷹市 40名 調布市・狛江市 42名 西東京市 17名 東大和市・東村山市・清瀬市・東久留米市 20名
小金井市・小平市   21名  府中市 19名 町田市 17名  多摩市・稲城市・日野市 20名 国分寺市 15名 国立市 22名 立川市 37名 昭島市・あきる野市・福生市 17名 青梅市・羽村市　16名  八王子市 49名

1都立中高入試と難関大学入試との親和性 以上を
参考に
志望校を
選ばれる
ことを
推奨します。

東大の入試問題と都立中高の問題の類似性 ※資料・図表などは割愛しております。
平成31年 東京大学 2次試験 前期日程試験 地理
第2問 設問B（3）
表2-2からは、中国とタイからの訪日旅行者が、近年、とくに増加しているこ
とが読みとれる。中国とタイからの旅行者数が増加している共通の理由とし
て考えられることを、下記の語句をすべて用いて、3行以内で述べなさい。語
句は繰り返し用いてもよいが、使用した箇所には下線を引くこと。

所得階層　政策　航空　入国管理

平成26年 小石川中等教育学校 適性試験問題 適性検査Ⅱ
1〔問題2〕（3） 一部問題文改
さやかさんは、資料2と資料3をもとに、日本を訪れた外国人旅
行者の地域別人数の特徴について考えてみました。完成した資
料3では1980年から2010年までの日本を訪れたアジアの地
域別人数の割合はどのように変化していますか。

問題を比べていただくと一目瞭然です。東大をはじめとする難
関国立大学の記述式試験と都立中高入試は大変よく似ていま
す。多くの受験生を集める私立は採点業務が膨大になり、必然
的に選択式の出題が多くなります。都立、国立の場合は作文・記
述式問題が多いのです。作文・記述式問題の正解は一様ではあ
りません。いろいろな正解が可能であり、それゆえ授業も唯一
の正解を一斉講義で解くのではなく、ひとりひとりの解答をそ
ばについて添削、個別指導を行うことが必要になるのです。

2費用の圧倒的な違い
昨年12月に発表された文部科学省の「子供の学習費調
査」によれば、学習費総額において公立中（授業料無料の
都立中含む）は488,397円、私立中は1,406,433円、
公立高（都立高含む）は457,380円、私立高は969,911
円となっております。私立高は都道府県の授業料補助に
よって、私立中に比してだいぶ安くなっておりますが、補
助の及ばない学校納付金等では、公立高の55,360円に
比して私立高は215,999円と圧倒的に高額です。

ena立川南口17名／ena国立9名／ena玉川上水7名／
ena東大和・河辺各6名／ena多摩センター4名／
ena羽村・秋川・個別ena国立各3名／ena東小金井・武蔵境北口・国分寺北口・
立川北口・府中・西国分寺・分倍河原・白糸台・調布・稲城・個別ena国分寺各2名

一斉休校の場合、 はネットで授業を配信します。

合
格

都立中総定員
1600名に対し

を
達成!過半数昨年最終

771名
昨年比
107%

※千代田区立九段中等含む2020年度合格速報
※2月26日時点  ※No.1の表記は、現在までの
　チラシ・HP等により判断して掲載しております。 

 に都立中高合格者が多い理由。
enaは「都立も私立も」というスローガンのもと、都立中高も私立中高も対象とした指導を行っています。しかし
合格実績においては圧倒的に都立中高に進学される方が多くなっております。その理由を以下に記します。

近時の景気減速に伴い都立人気が進む予測です。

早稲田実業高 20名  早稲田大学高等学院 16名 早稲田本庄高等学院 19名
慶應義塾志木高 10名  慶應義塾女子高 6名 慶應義塾高 5名
慶應義塾湘南藤沢高 8名  筑波大附属高 2名 東京学芸大附属高 1名
お茶の水女子大附属高 3名  豊島岡女子学園高 13名 渋谷教育学園幕張高 3名

明治大明治高 16名　　　　         明治大中野八王子高12名  明治大中野高 3名
中央大附属高 30名  中央大杉並高 30名 中央大学高 11名 青山学院高 14名
法政大学高 9名  法政大第二高 3名 法政大国際高 6名 立教新座高 9名

4名
24名 県立

相模原中
12名

東大附属中
東京学芸大国際中

■お問い合わせ先
フリーダイヤル
受付時間／
10:00～18:00

0120-06-1711
https://www.ena.co.jp/

保護者様
感想より

「驚き」の一言です。私の時代の高校受験と今の高校受験の
内容が全く違いました。私も塾に通っていましたが、「だだ勉
強を教える」感じで「勉強方法」「受験に対する心構え」を教
えてもらった記憶がありませんでした。今回の講演会を見て、

子ども達のその後を考え
ている塾という印象を受けました。

新中2保護者

大変貴重なお話、ありがとうございました。子どもがお世話
になって3年目、いよいよ来年受験を迎えます。初めての経
験でもあり、都立中受検の厳しさもあるので正直多少不安
な気持ちがありますが、本日の講演を聞かせて頂いてなる
ほどと思う部分が沢山ありましたし、今後家庭でもできる限
り実行していきたいと思いました。特に聞きたかった
勉強法や、家庭からのサポートの仕方など、
大変参考になりました。本当にありがとうございました。

新小6保護者

スケジュール管理の難しさを常々感じていて、子ども
に一日、一週間のスケジュールを書かせたり、時間管理
をさせてみたりしたこともありましたが、なかなか上手
くいきませんでした。やはり親がある程度は管理する
ものなのだということがわかりました。成績3の子と成
績5の子を比べた場合、成績3の子は詰めが甘いとい
う部分に非常に納得しました。問題の読み間違い、計算
過程でのミスなどがないように、細かいところまで丁
寧に学習するよう声かけしていきたいです。今後は

より自習室を利用して学習
させていこうと思いました。
ありがとうございました。 新中1保護者

いつも貴重なお話をありがとうございます。大変勉強になり
ました。家庭教育の基本姿勢では、「数学」と「言語能力」が
大切であり、特に数学の勉強時間は半分使えというお話が、
とても印象的でした。私たち親の役割では、PDCAサイクル
を利用したスケジュール管理から点検、結果の把握について、
子どもをどうサポートしていけばいいのか、非常に納得致し
ました。勉強法では基礎力の徹底が最も重要であり、勉強の
環境作りを見直していこうと思います。受験は絶対量である
ことを、何度もお話されており、無駄なく効率的に時間を有
意義に作り、使いながら、よい受験をしたいと思いました。
今回映像での講義でしたが、メモを取りながら
聞き返すこともでき、落ち着いた環
境で拝聴でき感謝しております。  新中3保護者

家庭で子どもに話していることと共通することがあり、親が
日頃口うるさく言うことにも本人がこの映像を見て納得したことに、今後の子どもの変化が
楽しみです。家庭の方針が独りよがりなものではなかったと
安心しました。 新中2保護者

お話しがわかりやすく、納得する事、当たり前に思う事いろいろあり
ました。当たり前に思う事も、出来ていない自分、出来ていない子ども、共にありました。少しずつ生活を見直し、良い受験がで
きる様にサポートして行きたいと思いました。ありがとうございました。 新中2保護者

コロナウイルスの影響
もあり、自宅で拝聴させ
て頂きました。早速、机の周
りが汚なかったので掃除をして環境
を整えました。親子で中学受験を見
据えて、共に一つ心で頑張ろうと思
いました。ありがとうございました。 

新小6保護者

確実に受かる勉強法や自
分の考え、実体験をもとに
話していたので聞きやす
かった。特に、受験とはな
んなのか、勉強法はどうす
れば良いのかに関してが、

分かりやすく
実際に行って
みようと思った。
子どもの視点からしても、
具体的で言い切っていて
面白かった。 新小6保護者

家庭内の意思統一のためにぜひご覧ください。教育講演会

先生方にはご指導いただきましてありがとうございます。昨
今は新型肺炎など感染拡大もあり、人の集まるところへ出か
けていくのはできるだけ避けていますので、自宅で拝見
できよかったです。参考になるお話でした。活かせると
ころは取り入れていきたいと思っております。  新小6保護者

映像教育講演会を拝聴させ
ていただき、大変勉強にな
りました。子どもにとって
生涯忘れること
のできない良い
受験になるよう、全力で
取り組めたら良いなと思い
ました。先生のお話を参考
に、家庭でも子どもの受験
を支えていきたいと思いま
す。ありがとうございました。

新小6保護者

大変分かりやすいご講演の
内容で勉強になりました。
いつもは校舎に集まって映
像を拝見しておりますが、
自宅視聴ではもう一度見た
いなと思ったパートは再度
戻って拝見できますし、

落ち着いて
拝見できる
のがとても良かったです。
新小6保護者

自宅でゆっくり聞けるのが良かったです。
内容はとてもためになりました。素晴らしかったです。特に、「生
き方を強制する」「3毒」「塾は涙でできている」心に残る大切な
お言葉でした。これから気持ちに迷うことがあっても、先生のお
言葉を思い出して頑張っていこうと思います。 新小6保護者

表面的な講演ではなく、大変深みのある素晴らしい講演
でした。基礎が大事であることを四字熟語で示されたり、
受験というものを大人へのステップとして利用するなど随
所になるほどと思わせる箇所があり、保護者である私も
この講演を聴けて一皮むけたように
思います。大変ありがとうございました。新小4保護者

「明窓浄机」、
「韋編三絶」
の話は、受験生である子ども
本人にも聞かせてやりたいと
思いました。また、受験は絶対
量であるという話も、これまで
本人がやってきたことが間違っ
ていないという意味で励みに
なりました。  新小6保護者

貴重なアドバイスをいただきありがとうございます。先日の中学入試
報告会においても、合格するためにはenaのテキスト
だけをしっかりとすることが重要だと
言っていました。ボロボロになるまで何回もやらせて、受験までに子ど
もに自信をつけさせたいと思います。親としての課題もありましたの
で、再度自分自身も子どもへの接し方を改めて参ります。講演の動画
配信は聞きたいところを再生することができて大変助かりました。

今後も動画配信を行っていただけると
嬉しいです。 新小5保護者

ネットによる配信ありがとう
ございます。都合の良いタイ
ミングで観ることができまし
た。ゆっくり、メモをとり見直
しできるのが良かったです。

必要な箇所は
子どもと観て
共有したい
と思います。 新小6保護者

両親ともに中学受験を経験しておらず、手探りな部分も
あり、今回の内容は大変参考になりました。家庭
でどのように環境を作って
いけばいいのかがわかり、
もやもやした気持ちが解消
されました。 子どもと一緒に頑張りたいと 思います。 新小5保護者

いつもためになる講演会を開いてくださりありがとうございます。初めての
受験のため、親も初めてのことばかりでいつも勉強になります。enaに入塾
して本当に良かったと思います。合宿なども積極的に参加したいと今回の講
演で思いました。これからもご指導よろしくお願いいたします。 新小4保護者

今回参加することが難しかったので、ホームページ
で視聴できるようにしていただき、とても感謝して
おります。全体的にとても参考になり、最近、子ど
もが勉強嫌いになってきていたので親が口出しし
過ぎていたのだと反省しました。今回の講演会で
のお話を今後に生かし、保護者として子ども
を良い方向へ導いてあげら
れるよう、 日々努力していきたいと思いま す。ありがとうございました。 
  新小4保護者

 

グ
ル
ー
プ
に
お
け
る

映
像
の
活
用
例

新しいenaとして川口に誕生したenastar
では、映像授業による指導を行います。

教育講演会や受験講演会、入試報告会
などをネット公開しています。どうぞena
のホームページからご覧ください。

理科と社会では映像授業による中学
校の定期テスト対策を行っています。

季節講習会や看護医療全国模試の解説動画
など、映像を活用した指導が行われています。

看護
医療
受験の

各校舎でもenastarの
映像受講が可能です。

川口に
新開校
した

ネット
視聴
可能な

映像を
活用
した

定期
テスト各種講演会

開始後半年余りで映像講座・
模試解説受講生のべ 10,000人突破!

近時の状況に鑑み、enaでは学院長河端真一による「教育講演会」・「受験講演会」、および中学入試報告会をネット公開し、外出せずにご自宅で視聴いただけるようにいたしました。

enaは本部内に映像制作のため
のスタジオを有しているため、自
社で映像コンテンツを制作する
ことができます。今後外出を控え
なければならない状況になった
際、授業を映像にてご覧いただ
けるような準備が整っています。

受験準備の遅れは一切ありません。
enaのホームページでのみ受講いただけます。



は塾紹介サイト、塾に関する匿名掲示板・ランキング等には金銭の支払いは一切行っておりません。

入学説明会・選抜テスト
■内容／説明会：60分、選抜テスト：新小4 算国各30分  新小5 算国各40分

代々木
10：00開始3 14土代々木 10：00開始

国立 11：00開始3 7土

高校部 大学受験
指導

3 27～4 4金 土

10:30～12:00
新宿校

16:30～18:00
新宿校

　　　保護者のための
芸大美大受験説明会
美大推薦入試説明会

3 15日

3 15
大学入試報告会
■会場：国立大学受験部　■対象：新高3～新高1 生徒・保護者
■内容： 1部 2020年大学入試の現状
 2部 志望校合格を果たした先輩の合格体験談

参加
無料 日

①10：30～12：00
②11：50～13：20
※内容は同一です。

新高3・新高2
※運営費
として、
1,100円のみ
頂戴致します。

3月分
授業料無料

秋葉原
〒101-0024 東京都千代田区
神田和泉町1-1-7 東陽ビル1F

〒151-0053 東京都
渋谷区代々木1-12-8

代々木 国立
〒186-0002
東京都国立市東１-１-２４

練馬新開校
〒176-0001 東京都練馬区
練馬1-6-5 セントラル練馬ビル3F

調布
〒182-0024 東京都調布市
布田４丁目２-１ スクエアビル2F

北千住新開校
〒120-0034 東京都足立区
千住2-6 吾亦紅2F・3F（受付2F）

中学部校舎の
ご案内

（新中1～新中3）

最高水準  を
代表する
教師陣が
指導
します。

国立

代々木

小学部校舎の
ご案内

（新小4・新小5）

最高水準
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-12-8

〒186-0002 東京都国立市東１-１-２４

3 14・土
3 15日 合格者の集い
合格者の体験談が聞ける!現役看護師のメッセージが聞ける!
3/14土開催校舎 3/15日開催校舎

春期講習会受付中！

渋谷校
横浜校
御茶ノ水校
千葉校
仙台校
国立校
大宮校
新越谷校
所沢校

13:00～15:00
13:00～15:00
14:00～16:00
16:00～18:00
16:00～18:00
16:30～18:30
16:30～18:30
16:30～18:30
16:30～18:30

11:00～13:00

11:00～13:00

11:00～13:00

14:30～16:30

14:30～16:30

14:30～16:30

新宿校

藤沢校

柏校

池袋校

町田校

津田沼校

最高水準 新開校中学部
小学部 代々木・国立

北千住・練馬・調布

中学部 開成・筑駒・都立日比谷・西・国立などの
高校受験最難関を目指す専門校舎です。 小学部 私立御三家中（開成・麻布・武蔵・桜蔭・

女子学院・雙葉中）合格を目指します。
国立小学部（旧　　　国立）は1校舎で開成・女子学院・雙葉・
豊島岡女子学園・海城・桐朋中など難関中続々合格! 

都立日比谷高4名、西高4名合格。さらに私立高でも慶應女子高2名、
早稲田実業高3名、慶應志木高1名、早稲田高等学院1名合格。

学年 日数 科目 月額費用（税抜）
週3日 英語・数学・国語 7,000円
週4日 英語・数学・国語・理社 15,500円
週5日 英語・数学・国語・理社・英数演習 20,500円

中1
中2
中3

ena最高水準 中学部料金※週1日からの受講も可能です。※模試教材費を含みます。 ena最高水準 小学部料金 ※週1日からの受講も可能です。 ※別途テスト費を頂戴します。
学年 日数 科目 月額費用（税抜）

週2日 算数・国語・理科・社会 10,800円

週3日 算数・国語・理科・社会 31,500円

小4

小5

3 7土 要予約無料
第一志望高校
合格に向けた現在の
到達度を確認。

新中1～新中3
（現小6～現中2）合格力診断テスト

テスト結果をもとに、都立自校作成校・都立共通問題校、
県立高の他、国私立高など最大6校の合格判定を行います。

出題範囲について
各学年の既習範囲を中心とした問題
です。塾のテストが初めての方も安心
してお受けください。

■会場：ena小中学部各校舎
■時間：13:00開始
※校舎により時間が異なる場合があります。
■内容： 
新中1：算数・国語 各30分
新中2・新中3：英語・数学・国語 各40分

新高1
（現中3） 英数映像講座  小中学部

全校で 3月 開講!か
ら

学習カリキュラム
（3～5月開催分）

   日程  　　 1コマ目          2コマ目
3月 7日土 英数講座ガイダンス 数と式 式の計算（1）
3月 14日土 文型  数と式 式の計算（2）
3月 21日土 文の種類  数と式 式の計算（3）
4月 11日土 基本時制 A　B 数と式 実数（1）
4月 18日土 基本時制 C　D 数と式 実数（2）
4月 25日土 完了形 A　B 数と式 1次不等式（1）
5月 9日土 完了形 C　D 数と式 1次不等式（2）
5月 16日土 復習回  復習回
5月 23日土 助動詞  数と式 集合と命題（1）
5月 30日土 受動態 A　B 数と式 集合と命題（2）

英
語

数
学
Ⅰ

ena小中学部の各校舎にて、新たに新高1の講座を開講しま
す。ご自宅近くのena校舎にて学習できますので、高校生活
のスタートも安心です。英語と数学の重要単元を映像で学
習します。高校生の学習もenaにお任せください。

※６月以降のカリキュラムは別
途ご案内いたします。 ※年間を
通して英語、数学Ⅰの各単元を
学習します。※３月無料公開時
はプリントを配布いたします。４
月以降本登録された方にテキ
ストを配布いたします。※教育
上の配慮により、カリキュラム
は変更される場合があります。

■開講校舎：ena小中学部各校舎　■開講曜日：土曜日（3月7日開講）
■内容：英語・数学 各50分（映像授業＋演習＋映像解説）
■時間：19:40～21：30 ※校舎により開講曜日・時間が異なる場合があります。 
■月額授業料：12,000円（税抜） ※別途教材費を月額1,000円（税抜）頂戴します。

代々木本校は昨年開校ながら、中3生44名のうち推薦入試だけで

新
小
3
〜
新
中
3 ※本科は模試教材費を、春期は教材費を頂戴いたします。 ※過去に本科・講習特典をご利用になられた方は、対象外とさせていただきます。 

※春期合宿は対象外です。 ※ena最高水準は対象外です。

多摩
美術大

合
格259名

武蔵野
美術大

合
格216名

合
格124名
合
格81名

難関私立
大躍進 合

格536名

（
昨
年
度
）

合
格563名

（
本
年
度
）

昨年比105%

上智大 4名
聖路加国際大 25名
東京慈恵会医科大 15名
日本赤十字看護大 42名
北里大 23名

杏林大 54名
順天堂大 39名
東京医科大 39名
武蔵野大 20名
東京女子医科大 29名

東邦大 31名
昭和大 21名
東京医療
保健大 185名
帝京大 36名

昨年30名

昨年7名

昨年6名

昨年29名

昨年27名

昨年49名

昨年42名

昨年34名

昨年17名

昨年34名

昨年38名

昨年16名

昨年178名

昨年29名

看護医療系大学入試

※上記説明会・テストは十分に感染予防に配慮して行います。

芸大・美大入試
現役合格174名

現役合格145名

東京造形大

女子美術大
現役合格
63名

現役合格
80名

小1～
高3・高卒

1教科7,000円（税抜）～
映像と個別指導をmixした、
新しいスタイルの授業が開講いたします。

コース
3月開講

新小５～新高１対象

※3月本科・春期講習会を同時に申し込まれた方は上記特典を併
用できます。※ が初めての方を対象とした特典です。 

半額

3月　本科
授業料

半額

春期
講習会

3/ 8日 9:00～16:00 新宿校/秋葉原校
3/ 15日 9:00～16:00 全校舎

新開校

新開校

入学説明会・選抜テスト
■内容／説明会：60分、選抜テスト：新中1算国各30分  新中2・新中3 英数国各30分

3 14 代々木・国立・秋葉原・北千住・
練馬・調布　全校舎10：30開始土

新開校新教室

新教室

※上記講座・テストは十分に感染予防に配慮して行います。

※上記各イベントは十分に感染予防に配慮して行います。

※2月26日時点 ※No.1の表記は、現在までのチラシ・HP等により判断して掲載しております。 

初心者も大歓迎!
デッサン体験講習
受付中です。1日体験講習

春のスタートイベント受付中!
3  2～4  5月 日

初心者から経験者まで、
春のイベントで美大受験を
知り、スタートしよう!

春期講習会 3 24～4 4火 土
受　付　　中！

「塾のお迎え…布団の中…、いつでも
携帯電話から受験情報をゲット！」

bbs mobile β
国際部帰国生入試指導

渋谷校☎03-3461-0511 東京校☎03-6264-9550  あざみ野校☎045-482-4261お問い合わせ先

●北米：ニューヨーク・
スカースデール/ニューヨーク・新ハリ

ソン/ダラス/ニュージャージー/ワシントンDC/シカゴ/サンフランシスコ/サンノゼ/ロサンゼルス/ヒューストン/
デトロイト/アーバイン/トロント・マーカム●ヨーロッパ：ロンドン・アクトン/ロンドン・フィンチリー/ブリュッセル/
デュッセルドルフ/フランクフルト/アムステルダム●アジア：上海・古北/広州/シンガポール

海外校舎一覧

☎

小岩
03-6458-0691☎

西葛西
03-6663-9711 ☎

平井
03-6657-3681東京23区

☎03-6231-8641
瑞江小・中学部

☎03-6662-6231
亀有

☎03-6662-7491
お花茶屋

☎

東陽町
03-6666-4461 ☎

亀戸
03-5875-5121 ☎

木場
03-6659-7531 ☎03-6458-8761

清澄白河
☎

豊洲
03-5859-5041

☎☎

船堀
03-6663-9651☎

葛西
03-6663-8451 ☎03-6231-4081

一之江
☎

青砥
03-6240-7491 ☎03-5875-7041

新小岩 　 金町
☎03-6231-3571☎03-6638-9261

篠崎

☎

馬込
03-6429-7431☎

蒲田
03-6424-9451 ☎

糀谷
03-6423-7311 ☎

池上
03-6410-6591☎03-6429-8761

大井町
☎

武蔵小山
03-6426-9031☎

旗の台
03-6426-6541

☎03-6806-5471
日暮里

☎

市ヶ谷
03-6380-8171☎

入谷
03-5808-7821 ☎03-6240-9401

浅草橋
☎

町屋
03-6807-9371☎

月島
03-6204-2681☎

勝どき
03-6204-9951

☎03-6906-6411
東武練馬

☎03-6914-8581
江古田

☎03-3594-2631
武蔵関

☎03-5848-2411
中村橋

☎03-6904-8841
上石神井

☎03-6913-2681
石神井公園

☎

富士見台
03-5848-4951

☎

三軒茶屋
03-5433-1199☎03-5338-3091

中野坂上
☎03-6454-0751

沼袋
☎03-6411-9891
祖師ヶ谷大蔵

☎03-5432-9571
駒沢大学

☎03-5451-3571
経堂

☎03-5313-5522
千歳烏山

国私立小受験指導・
国私立小中学習指導専門

☎042-574-1301

校舎のご案内 校舎受付時間 本科時／日曜・祝日除く14：00～19：00　 講習時／各校舎にお問い合わせください 

高校部

☎042-519-2831
昭島

☎042-683-1891
みなみ野

☎

中神
042-519-6401 ☎

牛浜
042-513-6131 ☎042-554-9622

羽村
☎0428-20-0211

河辺
☎

小作
042-578-8251

☎042-595-9591
立川

☎042-514-9691
豊田

☎042-580-0351
国立

☎042-505-4311
谷保

☎042-373-2221
桜ヶ丘

☎042-300-0201
西国分寺

☎042-320-5501
国分寺

☎042-708-2381
鶴川

☎042-313-3691
東村山

☎042-312-3441
鷹の台

☎042-395-5501
久米川

☎

府中本町
042-306-7661

☎042-369-9773
府中

☎042-379-9761
稲城長沼

☎03-5301-2151
西永福

☎

阿佐ヶ谷
03-5327-8581 ☎03-5935-9371

大泉学園

☎042-452-7261
田無

☎042-441-1261
調布

☎042-426-9711
つつじヶ丘

☎

柴崎
042-444-0871

☎0422-22-0201
吉祥寺

☎0422-60-0711
三鷹

☎
調布高校部
042-441-1211

☎042-700-0191
橋本

☎042-558-7497
秋川

☎03-6914-9611
桜台

☎042-439-8101
ひばりが丘

☎044-328-9621
若葉台

☎042-349-7421
一橋学園

☎042-312-1641
小平

☎042-370-7500
稲城

☎042-369-9771
府中

☎03-5875-9891
門前仲町

☎03-6240-2021
錦糸町

☎03-5875-3381
東大島

☎

北千住
03-5284-7921☎

両国
03-6659-6251☎

押上
03-5637-8491 ☎03-6657-2811

東向島

本部    校舎受付時間 平日／15:00～19:30  土曜／12:00～19:30 0120-613-220 または ☎03-6300-9801

03-5837-4691
谷在家

☎ ☎

新御徒町
03-6240-1481☎03-6806-1741

千住大橋
☎03-5856-5061

六町
☎

竹ノ塚
03-5856-4061☎

綾瀬
03-5856-3671

西新井
☎03-5888-4581

☎

巣鴨
03-5981-8621☎03-6908-0281

目白
☎

田町
03-6809-6171☎03-5940-5565

茗荷谷
☎03-5834-2611

本駒込
☎

飯田橋
03-5357-1361☎

御茶ノ水
03-5577-6941

☎

王子
03-5944-6651☎

赤羽
03-5939-9661 ☎03-5937-5691

高田馬場
☎03-5948-9451

東十条
☎

早稲田
03-6302-1711☎03-5926-9731

椎名町
☎

大塚
03-5980-9141

☎

成増
03-6909-9661 ☎

志村坂上
03-6279-8031 ☎

ときわ台
03-5918-8941 ☎03-6909-7321

高島平
☎03-6915-3461

下落合
☎

板橋区役所前
03-6905-7851 ☎

蓮根
03-5939-8891

☎03-6452-2351
学芸大学

☎

祐天寺
03-6303-2691☎03-5726-8701

都立大学
☎03-5942-6611

中野大森
☎03-5728-9561☎

雪が谷大塚
03-6425-9891 ☎03-6428-6281

雑色

☎03-5799-6881
豪徳寺

☎

上野毛
03-6432-3421☎

下北沢
03-6804-9671☎

尾山台
03-6455-9461 ☎03-5799-6251

桜新町
☎03-5947-6566

大泉学園
☎03-5935-4881

保谷

☎03-5327-8271
高円寺

☎03-5311-7261
下井草

☎03-3393-2311
荻窪

☎03-5301-2731
西永福

☎03-6904-2361
光が丘

☎

平和台
03-6906-7481 03-6914-8061

練馬
☎

☎03-5761-5371
狛江

☎0422-38-5231
武蔵境北口

☎0422-23-0891
吉祥寺

☎042-484-5088
調布

☎0422-32-5811
武蔵境南口

☎042-382-1811
小金井

☎042-316-3911
東小金井

☎042-470-7555
東久留米

☎042-452-7161
田無

☎0422-70-5971
三鷹

☎

立川北口
042-548-1361☎042-562-5211

東大和
☎042-537-8911

玉川上水
☎042-526-9111

立川南口
☎042-599-7381

高幡不動
☎042-311-3911
多摩センター

☎042-355-5321
永山

☎042-576-9111
国立

☎042-850-8611
町田

☎042-706-9361
成瀬

☎042-558-2001
秋川

☎042-539-0881
福生

☎042-554-9621
羽村

☎042-545-1761
昭島

☎042-519-1121
拝島

☎042-306-7921
白糸台

☎042-300-1241
西国分寺

☎042-300-4411
国分寺北口

☎042-312-4401
国分寺南口

☎042-395-5310
久米川

☎042-631-5261
北野

☎042-679-3211 ☎042-632-6201
みなみ野

☎042-646-6501
八王子北口

☎042-664-1311
西八王子

東京市部
☎03-5941-2674

久我山
☎03-5941-7081

西荻窪
☎03-6913-7261

上井草
☎03-6379-9811

八幡山

国立大学受験部

綾瀬西大島新規開校
☎03-5858-8431 ☎03-5849-3081

☎03-5969-9371
仙川

☎042-488-6311
つつじヶ丘

☎042-439-3961
ひばりが丘

☎042-439-5411
東伏見

☎042-461-2231
花小金井

☎042-497-8731
清瀬

☎

分倍河原
042-306-9141☎042-306-5061

東府中

☎042-306-3181
東村山

☎042-735-7881
鶴川

☎042-339-8828
桜ヶ丘

☎042-843-9451
上北台

☎042-589-0511
豊田

☎042-670-9911
京王堀之内

☎042-629-0311
高尾

☎042-649-3531
八王子南口

☎0428-25-2311
河辺

☎042-775-7821
橋本

新規開校
☎03-6666-7901

南砂町
☎03-5888-7521

五反野
☎03-6806-5971

南千住
☎03-5837-4761

舎人
☎03-5913-9601

方南町
☎03-6715-2391

下丸子

☎ 03-6907-2251
池袋校新宿校

☎ 03-5309-2531 ☎03-6450-5841
渋谷校

町田校
☎ 042-850-9941

国立校
☎042-843-0011

御茶ノ水校
☎ 03-5244-5691 ☎ 0466-47-6921

藤沢校
☎ 04-7167-5061

柏校
☎ 043-248-5381

千葉校
☎045-316-5873

横浜校

☎ 048-972-6821
新越谷校

☎ 048-645-5201
大宮校

☎ 047-429-8911
津田沼校

☎ 04-2941-3541
所沢校

☎022-796-3831
仙台校

☎ 03-5309-2811
新宿校

☎042-577-1117
国立校

☎03-6419-7281
渋谷校

☎03-6206-0861
秋葉原校

☎042-571-5611
国立

最高水準 ☎03-6300-6491

代々木
（小学部・中学部）

☎042-576-9111

国立
（小学部・中学部）

☎03-6260-8201

秋葉原
（中学部）

☎03-5284-7921

北千住
（中学部）

☎03-6914-8061

練馬
（中学部）

☎042-484-5088

調布
（中学部）


