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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
だくか、または面談にて決めさせ
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。

申込書に必要事項を記入のうえ校舎
窓口へご提出ください。
講習料はご案内する銀行口座へ振込
にてご納入ください。
振込手数料は保護者様にてご負担
願います。

申込受付 クラス分けテスト ガイダンス・テキスト配布 開　講

生

引落日：12/14（月） ※一部クラス分け面談あり。

一般生

申込方法

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。

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

●

本科登録科目に基づき、校舎担当者
からご提案させていただきます。
登録確認書は10/28（水）までにご
提出ください。また、科目の変更は
11/18（水）までに校舎までお申し
出ください。

後期の成績および、選抜テス
トもしくは学力判定テストの
結果を基準にクラス分けを行
います。

クラス分け発表とテキストの
配布を行います。

開講日・時間帯は、学年及び
クラスによって異なっており
ます。校舎より配布される時
間割にてご確認ください。

休
校
日

お申し込み、お問い合わせは下記校舎までご連絡ください。 受付時間：平日・土曜14:00～19:00

 ena 国立大学受験部

〒186-0002 東京都国立市東1-4-11 凮月堂国立ビル４F

042-574-1301（代）

教育・受験をまるごとサポートする、
日本最大級の情報＆コミュニティサ
イトです。

ena高校部・大学受験部の
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。

「ena」で
 検索してください

http://www.ena.co.jp/

高校部・大学受験部ブログ
携帯電話からでも
アクセスできます。

http://www.ena.co.jp/ena-a6/

※パソコン・スマートフォン
　のみ対応のページです。

http://www.inter-edu.com

ena
ホームページ ena 検索

  　0120-06-1711
受付時間／日曜・祝日除く10:00～18:00ena本部

冬期講習会
Ⅰ期

冬期講習会
Ⅱ期

冬期講習会
Ⅲ期

高2・12021年

1/17 英語
英語 13:30～16:00
数学ⅠA 16:10～18:10　数学ⅠA ⅡＢ 16:10～20:00

、数学ⅠA・ⅡＢ 会場科目

時間

 ena国立大学受験部日

2021年共通テストの問題をいち早く解いて、
その場で解説授業を受けることが出来ます。
受験学年を迎えるに当たり、現在の実力を確
認し、志望校に向けて今後の学習計画の指針
を立てます。

チャレンジ共通テスト

クリスマス特訓 （高3・高2）

共通テスト攻略演習（高2）

共通テスト攻略演習（高1）

正月特訓 （高3）

共通テスト攻略直前演習（高3）

2020

冬期講習会
12/22 開講（火）

ena 国立大学受験部



の
生徒一人ひとりが思い描く憧れの大学を、進学する大学にする。 その思いでenaの教師たちは日々取り組んでいます。 本気で努
力したいと思っているみなさん、やらなければならないのはわかっているけれどなかなか一歩を踏み出せずに困っているみなさ
ん、是非enaで第一志望校合格へ向かいましょう。 

第一志望校に導きます
冬期講習会

先輩たちの合格体験記
enaで努力して合格を勝ち取った先輩に続こう!

2020年度 大学入試合格実績

演習授業→解説＆答案
チェックで得点力アップ

11

入試直前期の冬期講習会授業は、テスト
演習→解説授業の形式が中心となりま
す。解説授業では入試本番に向けてより高
得点を取るための要点を教えます。また、
生徒一人ひとりの答案のチェックにより
必要な知識の習得状況を確認して、合格
のために必要なポイントを明確にします。

テーマ別実戦形式で演習量
をこなし弱点徹底補強

22

クリスマス・正月特訓や共通テスト攻略直
前演習などの特別授業を実施します。１
日完結の頻出テーマ別実戦講座は、入試
本番さながらの緊張感で行われ、各教科
プラス10点の得点力を養成します。現役
生が不足しがちな問題演習を、解説付き
の特別講座で強化して本番に備えます。

東京大学（理科一類）
濵﨑 佑哉さん（都立国立高校）

enaの魅力はまず何より、教師と生徒
の距離が近いところです。何百人もの
生徒を1人の教師が教えることがある大手予備校とは
大違いです。疑問に思ったことは教師にすぐ質問できる
し、添削を直接教師にお願いすることも可能です。そう
すれば疑問点をその場で解消し、客観的な評価を通じ
て実力アップを図ることができます。また、優秀な仲間
兼ライバルが多いのもenaの魅力です。様々な学校の生
徒が通うenaで互いに切磋琢磨し、共に成長すれば、成
績の向上や第一志望校への合格に近づくでしょう。

髙椙 鈴菜さん（都立国立高校）

私は学校行事や部活が忙しい中で
も、enaの授業だけは休まずに通い
続けていました。今思うとそのことが、その後の受験勉
強の下地を作ってくれていたのだと思います。enaはラ
イブ授業のため、緊張感を持ち続けて授業を受けるこ
とができます。また、enaの先生方は適度に声をかけて
くださり、のびのび勉強できたことがよかったです。
enaには皆さんの第一志望校合格を支えてくれる環境
があると思います。自分の気持ちを大事にして皆さん
も頑張ってください。

京都大学（法学部）

東京工業大学（環境・社会理工学院）
井口 夏菜子さん（都立立川国際中等教育学校）

私が東工大に合格できた理由の１つは、
enaの授業の復習を必ずやっていたという
ことです。学校からも志望校を下げるように言われたくらい、数
学と理科のセンスの無かった私ですが、それでも志望校を変え
たくなかったので、高１・２のうちからenaの毎回の授業の復習
を大切にしました。そのおかげで難問が出題される東工大でも、
自分が出来る問題をしっかり見つけて点数を取ることができま
した。enaではその時期ごとにするべきことを明確に教えてくれ、
不安な時に先生に話をすぐ聞いてもらうことができました。先生
方がいなければ合格できなかったので本当に感謝しています。

enaは先生と生徒の距離が近く、良質
なケアをしてもらえたところが良かっ
たです。どの授業も質が高く、扱う問題が選び抜かれ
た良問であり、添削指導も非常に丁寧でした。生徒が
全員現役で、授業が比較的少人数であったことも、受
験で戦うライバルの姿を意識できた点でも、同時に尊
敬しあえる良い仲間がたくさんできた点でも良かった
です。私が一橋大学に合格できたのは、enaの先生方
のサポートと、周りの仲間、そして支えてくれた親のお
かげです。

一橋大学（法学部）
中山 凜さん（都立立川国際中等教育学校）

東京学芸大学（教育学部）
宮本 優奈さん（都立小金井北高校）

私は、高1・2年の時は定期考査のたび
に短期記憶型の勉強しかしてこなかっ
たので、いざ受験勉強を始めるとなって不安しかありま
せんでした。しかしenaでは担当の先生や教科の先生が
親身になって相談に乗り、様子を見ていてくれ、勉強の進
行具合を毎週確認してくださったのでとても助かりまし
た。結果として、センター試験ではボーダーラインを大き
く超える点数を取ることができました。2次試験対策で面
接の指導もしていただき、第一志望合格もenaの先生方
がいなければ無かったものだったと思います。

enaの良いところは集団塾だけれど、
生徒一人ひとりに合わせてくれるとこ
ろです。苦手科目ほど何をすればいいか分からないもの
だからこそ、いつまでに何をすれば大丈夫なのかを明
確に提示してくれた先生がいるこの塾は信頼できると感
じました。また、私は推薦入試のために、11月までに受
験科目を仕上げなければならなかったので、ある程度自
由に学習を進めさせてくれたのも良かったです。自主的
に学びながらも困ったときには相談するという先生との
適切な距離感が私に合格を与えてくれました。

東北大学（工学部）
志村 裕己さん（都立立川高校）

私は毎日、enaの自習室で勉強してい
たので合格することが出来たのだと思
います。私は家で勉強ができないので、まず自習室に行く
ようにしていました。自習室では勉強以外することがない
ので、自然と勉強することに慣れていきました。疲れてい
ても自習室に行けば自然と勉強モードになることができ、
集中することができました。また、勉強の進め方について
は、先生やチューターさんが相談にのってくださり、英語
の長文の読み方を一緒に確認したり、日本史をチェックし
てもらったり効率よく勉強を進めることができました。

第一志望に合格出来て嬉しいです！「合
格」の2文字を見た瞬間は叫んで飛び跳
ねました。合格に導いて下さった先生方、いつも支えてくれ
た両親に本当に感謝しています。大学受験を通して、自分の
持ち時間は限られていて、努力するもしないも自分次第だと
いうことを学びました。enaは大手予備校とは違い少人数授
業のため、お互いを励まし合える友達をたくさん作れます。
授業前や食事の時におしゃべりすると気分転換できました
し、心の支えになっていました。また、私は他の受験生と学
校の環境が違っていたので良い刺激になりました。

慶應義塾大学（経済学部）
小林 環希さん（立教女学院高校） 佐々木 愛美さん（都立昭和高校）

中央大学（総合政策学部）

国立大学受験部 １校舎単独実績

高3
演習授業

得点力アップ11
弱点徹底補強22

東大1名 京大2名 一橋大2名 東工大1名

47名早慶上智理科大
34名国公立大合計

61名MARCH 明治・青山学院・
立教・中央・法政（ ）

冬期特別講座
・・31 木12/20 日

1/2 土・3 日
高3 クリスマス・正月特訓 科目 全教科

「東大・一橋大英語」・「国公立大理系数学」・「理論化学
演習」・「文化史演習」等、志望別・テーマ別の特訓授業で
す。入試頻出の良問を演習しながら、得点力を高めます。

・21 月

・26 土
12/19 土

・26 土・27 日

・22 火

12/21 月

・26 土12/19 土

高3

高1
高2

共通テスト攻略直前演習
共通テスト攻略演習

科目 全教科

科目 英語・数学ⅠA・
数学ⅡB・国語

共通テスト予想問題のテスト演習⇒解説講義の実戦形
式で、現在の実力と本番までに到達すべきレベルを明
示します。

12/20 日高2 クリスマス特訓 科目 英語・数学・
国語

英数国の入試問題演習を、志望レベル別に行う実戦的な講座で
す。普段の学習内容が入試問題にどのように活かされるかを知
り、重要知識を整理するとともに、今後の学習指針を明示します。

学年 講座名 指導内容 指導内容

高2

英文法・
作文

入試問題から厳選した文法・作文問題を形式別に演習し、解説講義
を行います。文法を正確かつ体系的に理解することで、難関大入試
に対応する英語力を養成します。

受験英語の土台となる英文法・語法の重要項目を学びます。重要例
題を通してポイントを整理した後、類題演習を行うことで、文法知
識の定着を図ります。

英語長文
難関大入試に出題された英文を題材にして読解演習を行います。国
公立大２次試験や難関私大に対応するための英文の正確な解釈法
や、論理的な読解法を学びます。

短めの英文を中心に扱いながら、英文を正確に読む方法を基本から
丁寧に指導します。読解に必要な知識や考え方を一つずつ積み重ね
て、高３から始まる本格的な読解に備えます。

数学ⅠＡ
難関大入試はもちろんのこと、共通テスト高得点のためにも必須と
なる、「整数」や「場合の数・確率」等の差のつきやすい分野を演
習形式で学習します。

共通テストレベルの数学ⅠＡの問題演習を行います。解説講義を通
して、各単元の重要問題の解法や問題へのアプローチ法を習得しま
す。

数学ⅡＢ 数学ⅡＢ全分野から入試実戦問題を演習・解説します。各分野の公
式や考え方を難関大の入試問題にいかに応用するかを学びます。

数学ⅡＢ各分野から入試問題の入り口となる典型問題の演習・解説
を通して、各単元の基本事項を確認し、どの問題でどの解法を用い
るかを学びます。

古文
古文の出典ジャンル別の読解法をマスターします。難関大を視野に
入れた問題演習・解説講義を通して、来年からの本格的な読解演習
に備えます。

平安時代を中心とした作品の読解を通して、助動詞・助詞・敬語法
という文法の中心テーマを学習し、習得します。古典文法の大半を
この冬で終了させます。

現代文
大学受験に対応出来る読解力の養成に向けて、文章の典型的な論理
構造を知り、見つけだすことができるようにすることで、読解の方
法論を身につけます。

大学受験に対応出来る読解力の養成に向けて、文章の典型的な論理
構造を知り、見つけだすことができるようにすることで、読解の基
礎をマスターします。

高1

英語 高１の後期に学習する関係詞・否定・接続詞等を中心に、定期試験
レベルから大学入試レベルまで扱い、理解を深めます。

高校で新しく習う「仮定法」を学習します。苦手意識を持つ人が多
い単元ですが、基本事項を正しく理解し、問題演習を積むことで、
確実に習得します。

数学
数学Ⅱの「図形と方程式」の分野の前半部分を学習します。重要事項
の解説から始め、順を追って発展問題までを扱います。
＊一貫校クラスでは「指数対数関数」の導入を扱います。

数学Ⅱの「複素数と方程式」の分野について、基本概念に始まり、様々
な公式や定理の成り立ちとその応用法を身につけ、重要問題の解法を
習得します。

古文
古典文法の重要テーマであり、読解をしていくうえでも重要な「敬
語」を基礎から学びます。敬語の種類の違いを知り、敬意の対象が
分かるようにします。

古典文法の重要テーマの１つである「敬語」について基礎から学びま
す。現代語との違いや敬語の種類について丁寧に指導していきます。

現代文
大学受験への第一歩として、フィーリングに頼りがちな現代文の読
解において、根拠を持って解答することが重要です。そのために論
理構造を理解するところから始めます。

大学受験への第一歩として、フィーリングに頼りがちな現代文の読
解において、根拠を持って解答することが重要です。そのために論
理構造を理解するところから始めます。

高2 高1
東大クラス・選抜クラス
東大・一橋大・東工大や早慶大などを目指し、
高いレベルの思考力・記述力を習得するクラ
スです。

標準クラス
都立大などの国公立大やＭＡＲＣＨなどの有
名私立大合格を目指し、基礎力を身につけ、
着実にレベルアップを図るクラスです。


