
東京大学 理科一類
（岡山白陵高校卒）

東京大学 文科三類
（水沢高校卒）

東京大学 文科二類
（須磨学園高校卒）

東京大学 理科一類
（ラ・サール高校卒）

東京大学 教養学部
（南山高校卒）

東京大学 文科一類
（東大寺学園高校卒）

東京大学 理科一類
（開成高校卒）

東京大学 理科二類
（海城高校卒）

東京大学 医学部
（南山高校卒）

東京大学 経済学部
（西高校卒）

オンライン家庭教師

ネットで指導
します。

オンライン個別指導
（教師1名：生徒1名）
100分 4,180円（税込）

料金

受付時間：15：00～21：00（日曜・祝日除く）
0120-671-511

詳しい内容とお問い合わせはこちらまで

後期日曜特訓 要項

時間 ＊授業は100分です。途中で10分休憩がございます。
10:00～11:50 13:00～14:50 16:00～17:50

日程
  9  5日・ 12日・ 19日・ 20  ・ 23   ・ 26日
10  3日・ 10日・ 17日・   24日・31日
11  3   ・ 7日・ 14日・ 21日・ 23   ・ 28日
12  5日・ 12日・ 19日

【 校舎受付時間 】月曜～金曜15：00～19：30、 土曜12：00～19：30
　　　　　　　　    校舎案内 【ホームページURL】https://www.ena.co.jp/myschool/　※ホームページから資料請求することも可能です。

受付時間10：00～18：00（日・祝除く）本部 03-6300-98010120-613-220

秋川 ☎042-558-7497 昭島 ☎042-519-2831 阿佐ヶ谷 ☎03-5327-8581 綾瀬 ☎03-5849-3081
稲城長沼 ☎042-379-9761 牛浜 ☎042-513-6131 大泉学園 ☎03-5935-9371 小作 ☎042-578-8251
河辺 ☎0428-20-0211 吉祥寺 ☎0422-22-0201 国立 ☎042-580-0351 久米川 ☎042-395-5501
国分寺 ☎042-320-5501 桜ヶ丘 ☎042-373-2221 桜台 ☎03-6914-9611 柴崎 ☎042-444-0871
鷹の台 ☎042-312-3441 立川 ☎042-595-9591 田無 ☎042-452-7261 調布 ☎042-441-1261
つつじヶ丘 ☎042-426-9711 鶴川 ☎042-708-2381 豊田 ☎042-514-9691 中神 ☎042-519-6401
西永福 ☎03-5301-2151 西大島 ☎03-5858-8431 西国分寺 ☎042-300-0201 羽村 ☎042-554-9622
東村山 ☎042-313-3691 ひばりが丘 ☎042-439-8101 府中 ☎042-369-9773 府中本町 ☎042-306-7661
三鷹 ☎0422-60-0711 みなみ野 ☎042-683-1891 谷保 ☎042-505-4311 ※日曜・祝日は休校となります。
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都立中受検必勝コース
小6生対象（全20回）

都立中入試では、45分という限られた時間の中で、問題文を正しく読
み取り、問題それぞれに対応した解決方法を記述で説明する必要があ
ります。
本科授業で身に付けた基礎・基本学力をベースに、入試レベルの問題
の読み方・解き方・答え方を実戦レベルまで高めます。後期日曜特訓で
は、初見の問題に取り組めるだけではなく、本番で実力を最大限発揮
できるような十分な訓練を実施します。また失点してしまう原因の分析
から克服までのサイクルを繰り返すことができます。

都立中カリキュラム例

都立高受験必勝コース
中3生対象（全20回）

都立高入試では5教科それぞれの出題パターンがあります。生徒一人
ひとりは志望校・内申点・教科ごとの得意不得意が違うため、オーダー
メイドのカリキュラムで全教科の対策が行える後期日曜特訓は、志望
校への最短ルートと言えます。
実戦を意識しながら数多くの問題に取り組むことで出題パターンを学
習し、時間内に解く力を養い、模試直しや過去問演習を通して弱点補
正・カリキュラムの軌道修正を行いながら総合的な入試対策を行いま
す。もちろん土台となる内申点＝定期テスト対策についても万全の対
策をとります。

定期テストの結果でもある内申点は、昨今の大学受験の半数を占
める推薦・ＡＯ型入試では大きな評価軸となり、都立高受験では当日
点と合わせて得点化されます。他塾ではできない全教科対策を実現
しました。

・理科社会総復習　　　　　       ・模擬試験対策
・自校作成校英数対策　　　　     ・定期テスト、内申対策

・基礎学力養成             ・応用算数演習
・パースペクティブ正答再現          ・パターン別強化演習

都立高カリキュラム例

定期テスト対策コース
中高生全学年対象（全6回）

オリジナルコース
小中高生全学年対象（内容に応じて回数を決定します）

各生徒の目的・目標に合わせてオリジナルカリキュラム
を作成いたします。

後期日曜特訓 要項

〈コース例〉

特殊算など私立中受験特有の範囲の対策。
私立中受験必勝コース

3教科に特化した受験対策。
私立高受験必勝コース

志望校の過去問を徹底的に行います。
大学受験必勝コース

英検・漢検、各種検定対策を行います。
検定対策コース

出題範囲の広い理科社会を中心に、
小5・中2から計画的に学習します。

小5・中2受験準備コース

料金

1回（4コマ）11,000円（税込）×受講回数
会場受講（講師1名：生徒4名）

※最寄りの個別ena校舎窓口にてお申し込みください。
お申し込み

１限／13：10～14：30　２限／14：35～15：55
３限／16：00～17：20　４限／17：25～18：45

特訓授業  13:10～18:45

時間

日程

9 5 ・ 12 ・ 19 ・
 20 ・ 23 ・26
10 3 ・ 10 ・ 17 ・
 24 ・ 31
11 3 ・7・ 14 ・
 21 ・ 23 ・28
12 5 ・ 12 ・ 19

日

日

日

祝 日 日

日

祝

日 日

祝

日

祝

日

日

日

日

日

日

日

※上記以外の会場も開催される場合がございます。

個別ena　阿佐ヶ谷・調布・国立・
東村山・大泉学園・西国分寺・つつじヶ丘・
綾瀬・西大島・秋川・牛浜・みなみ野・
三鷹・田無・鶴川

会場

個別指導塾は多くが日曜・祝日を休校としていますが
個別enaでは日曜祝日も特訓を行います。合格の一番の決め手と
なるのは学習時間の確保であると確信しているからです。

「自分だけの志望校対策」としてムダなく効率的に
学習できるのが個別enaの日曜特訓です。
休みの日でも全力で勉強に向き合うことができます。受験対策以外にも

各種コースをご用意しています。

休みの日だから
全力で勉強に向き合う

日曜
特訓

一人ひとりの目的に合わせた
オーダーメイドのカリキュラム

1限 2限 3限 4限

会場受講320分 講師1名：生徒4名


