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安心して勉強できる
感染症拡大防止対策を

徹底します。

「『個』への対応」を指導理念に、「小・中・高一貫指導体制」と「ハイブリッド指導システム」で
　　   生一人ひとりは、志望校に優れた成果を毎年出しています。

未来に生きる知識と技能、そして教養と感性を育む

　2021年、私たちeisuは、子供たちが安全に安心して集える環境を整備するとともに、互いの存在
を意識しながら切磋琢磨できる学びの場を創造するため、全力を傾注します。多くの皆さんから
支持され選ばれているeisuで、未来に生きる知識と技能、そして教養と感性を育んでください。

4月新学期はじめよう 東京
小学1・2・3・4・5・6年生、中学1・2・3年生、高校1・2・3年生
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2021 難関国公立大学合格速報 前期日程合格発表分（3/10判明分）まで

東京大学理科三類 現役合格!医学部
医学科

2021
合格速報

塩野 尚さん
東海高校（愛知）

eisuに通い始めたのは小学4年生のときです。理
三に現役合格できたのは、勉強面での的確なアドバ
イスをくださったり、いつも寄り添って話を聴いたり
してくれたeisuの先生たちのおかげです。勉強に行
き詰ったとき、不安や悩みが生じたときには信頼で
きるeisuの先生に相談に乗っていただきました。自
分のことを肯定してくれたおかげで、自信を持って
頑張り続けることが出来ました。
受験の勝因は自分のペースで勉強を続けることが
出来たからだと思います。コロナ禍の影響もあり、
昨年の3月～5月は学校が休校になりましたが、中高
一貫校のカリキュラムや東進の先取り授業のおかげ
で、その期間を逆に有効活用することができました。

また高1の頃に数学、高2からは理科に関して、本格的に受験勉強を開始しました。お
かげで早期から東大理三に向けての対策を開始することが出来ました。

俵 司さん
高田高校（三重）

ずっと目標としていた理三に現役合格でき、うれ
しい気持ちでいっぱいです。勝因の一つは東進で理
科全範囲の学習を自分のペースで高2冬までに修了
出来たことです。受験学年の最初から、コロナ禍で
学校が休校となるハプニングがありましたが、影響
を受けずに受験勉強を進めることが出来たことが
大きかった! また東進のIT授業は場所を選ばず、好
きなときに受けられるので、受験において大きなア
ドバンテージとなりました。
今年は新しい大学入試の元年となりましたが、
eisuのセミナーでかねてから「これからの入試では
文章を早く正確に読み解く力が必要になる」と聞い
ていたので、国語的読解力の強化にも励みました。

そのことは東大の記述問題でも非常に役に立ったと思います。
合格を勝ち取った上で感謝したいのは、共に目標に向かって頑張った友人たちで
す。みんなありがとう！

日本の最高峰・東京大学理科三類に見事合格を勝ち取った2人に早速インタビュー!

狭き門である医学部・医学科にも、東京大2名、東京医科歯科大1名、筑波大1名、福井大1名、名古屋大1名、名古屋市立大2名、三重大11名、岐阜大1名、和歌山県立医科大1名、神戸大1名、島根大1名、鹿児島大1名
自治医科大3名、順天堂大1名、日本大1名、北里大1名、東邦大1名、東京医科大1名、日本医科大1名、藤田医科大3名、愛知医科大1名、関西医科大1名、国際医療福祉大1名が合格しています。



各コースの詳しい教科と内容・時間割・学費等は、
eisuの「 COURSE GUIDE 2021」をご請求ください。
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通う学校は変わっても、eisuなら小・中・高で一貫した学習ができます。大学受験まで見据えたこの一貫した学び方の優位性で、eisuは多くの皆さんから支持され、選ばれています。
また、目的別・適性別に意欲の湧く独自の学習コンテンツがハイブリッドされるのもeisuの大きな特長です。自分にとっていちばん良いルートで学力を磨いてください。
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全ての学びの出発点には、「学
ぶことが楽しい！成長していく
のが嬉しい！」という感動体験
があります。キッズコースは、
パズルや英語等の学習を通じ
て、将来につながる能力開発
を行うとともに、何よりも大切
な学びと成長の感動を味わっ
ていただきます。

難関大学現役合格を実現する
ための大学受験コースです。中
学生の内容をカバーする「東進
中学NET」、高校生の内容と大学
受験対策を含む「東進衛星予備
校」の2部門からなります。全国
最高水準の大学受験対策シス
テムとeisuスタッフの指導力と
がハイブリッドされています。

「覚える人」になる前に「考える人」
を育てる、知的能力開発講座です。
テキスト・教具・WEBアプリ等を
ミックスさせ、「仮説思考力」「空間
認識能力」「瞬間思考力」を効果的
に育成します。中学入試対策とし
て高い効果を発揮するだけでな
く、難度を増す大学入試にも通じ
る粘り強い思考力を培います。

入試から資格試験・定期試験、そし
て実践英語に至るまで、本格的な英
語4技能を育成する講座です。文法
力をベースに長文読解力・要約力
等の高度なリテラシーを養う一方、
「10,000単語・表現」を学習するアプ
リを活用し、ナチュラルスピードと自
然な対話例を大量に聞く事で、実践
英語のセンスも体得します。

難問を解く力は、才能ではありませ
ん。答えを導き出す過程に感動する
体験を重ね、根気と好奇心を育む事
から芽生えます。LOGICTREEは、数
量・図形・思考・論理の4分野を中心
に、試行錯誤して思考の型を身につ
ける講座です。思考の体力を養い、数
学の粋を越えたあらゆる場面に通用
する論理的発想能力を育成します。

義務教育9年全学習単元を難易度別
に履修できる「eドリル」と、英語4技
能育成プログラム「セイン英語ジム」
は、オンライン学習の先駆けで、最
善のコンテンツです。

主体性と自立心を育み、知識の定着と受
験、そして未来に生きる「個」に対応した
WEB家庭学習指導コンテンツ

新小１▶

新高３

お申込み・お問合せは、WEBサイトかお電話（月～土 14：00～20：00、日 10：00～18：00）で。

2021「4月新学期生」受付中新小学1・2・3・4・5・6年生
新中学1・2・3年生／新高校1・2・3年生 同時受付中

新年度「特別招待」講習スプリングカリキュラム
東大個別指導会 春期集中講習

市谷田町校
新宿区市谷田町３-１［自社施設］
（市ヶ谷駅徒歩5分）

南麻布ヒルズ
港区南麻布5-13-3［自社施設］
（広尾駅徒歩3分）

千代田区六番町13-12［自社施設］
（四ツ谷駅徒歩2分雙葉学園前）

03-3263-8181㈹TEL 03-3441-8001㈹TEL 03-3235-1122㈹TEL 03-5731-2311㈹TEL 03-5300-8881㈹TEL

自由が丘駅前校
世田谷区奥沢５-２４-４［自社施設］
（自由が丘駅南口徒歩３分）

永福町駅前校
杉並区和泉3-6-1［自社施設］
（永福町駅北口徒歩1分）

［eisu東京本部］
六番町ヒルズ

チャンネルWEBサイト 公式アカウント
夢中になるオンライン

WEBサイト

［対象学年］小3 ▶ 高3 

T・MEG

難関大学合格、定期試験対策、弱点
克服等、目標は人それぞれ。「1対1」
完全個別指導・完全オーダーメイ
ドカリキュラムのT・MEGは、eisuで
学び、志望校に合格した東大生を
核とする選び抜かれた講師陣が、
その経験を活かしてピンポイント
で受講生の悩みを解決し、一人ひ
とりを目標達成へと導きます。

パーフェクト演習ゼミ

「わかった」ことを「できる」に変え
るのがパーフェクト演習ゼミで
す。学年の枠を超えて、先取り・振
り返りが自由自在。受験は勿論、定
期試験対策にも完全対応。ベテラ
ン講師による指導のもと、一人ひ
とりに合わせたレベル別・目的別
のプリントを使った、無理・無駄の
ないトレーニングができます。

スプリングカリキュラム
4月新学年に向けて最善のStart upを!!新小１▶

新高３

春期講習と同時に年間講座を
お申し込みいただくと、入学金20,000円（税別）が
半額免除の10,000円（税別）になります。

東大生中心の優秀な講師陣による完全1対1の
ハイグレード個別指導!

私たちは      で学び志望校に合格しました。
今度は講師として皆さんの夢を叶えます！

新小3生・新小4生・新小5生・新小6生／新中1生・新中2生・新中3生／新高1生・新高2生・新高3生

春期集中講習東大個別指導会

日程 3/16（火）～4/6（火） 時限
［1限］10:30～12:10 ［2限］12:20～14:00
［3限］14:20～16:00 ［4限］16:10～17:50
［5限］18:00～19:40 ［6限］19:50～21:30

受講料（税別） ［新小3・新小4］5,000円 ［新小5・新中1・新中2］5,500円 ［新小6・新中3］6,000円 ［新高1・新高2］6,500円 ［　　 　新高3　　　 ］7,000円※1時限100分の受講料（教材費、他一切を含む）

教科・受講単位 全教科（教科選択制）1時限100分×4回（1単位）／1時限100分×8回
※受講日時はカウンセリングのうえ、決定させていただきます。

［対象学年］中1 ▶ 高3 ［対象学年］小1・小2 ［対象学年］小1 ▶ 中3 ［対象学年］小1 ▶ 高3 ［対象学年］小1 ▶ 小6 ［対象学年］小4 ▶ 高3 ［対象学年］小1 ▶ 中3 

教科・級 英検（2級・準2級・3級・4級）

日時 3/26㈮・3/27㈯・3/28㈰・3/29㈪ ［2日選択］
10：00～16：00

開講校舎 全校舎

先輩たちはこの集中特訓ではずみをつけて合格しています！

教科
［新小3▶新小6］ 算数・国語・理科・社会
 新中1▶新中3 英語・数学・国語・理科 社会（教科選択制） 受講単位

受講料
（税別）

［  2級 ］ 10時間×1日： 15,000円
［準2級］ 10時間×1日： 14,000円
［ 3級 ］ 10時間×1日： 13,000円
［ 4級 ］  4 時間×1日： 8,000円

短期集中特訓

受講単位
受講料（税別）

5時間×2日間：20,000円  
※休憩時間を含む。※教材費、他一切を含む。

開講校舎 六番町ヒルズ
※休憩時間を
　含む。
※教材費、
　他一切を含む。

日時 5/16（日） ［2級・準2級・3級］ 9 ：00～19：00 ［　　　4級　　　］15：00～19：00

難関校合格を目指す受験勉強から、
学校の補習・テスト対策に至るまで、
幅広いご要望に丁寧にお応えします。

開講校舎 全校舎

東京大学
理科一類
大野 友輝

本質からテクニックま
で、その単元を余すこと
なく効率的に伝えます！

東京大学
理科一類
中山 隼輔

公式を暗記するだけで
なく、何が読み取れる
かを考えさせ、応用で
きるよう指導します。

東京大学
理学部
長峯 新

解法を閃きでなく、論
理的に選べるように指
導していきます。

東京大学
文科三類
大西 美帆奈

楽しく勉強する！をモッ
トーに、一方的でなく、
理解度を確認しながら
丁寧に教えます。

東京大学
理科二類
安藤 雄治

今何をやっているかを見
失わず、興味を持っても
らえるよう指導します。

新年度 講習特別招待
飛躍的な学力向上を実現しよう。難関大学現役合格へ、今から本気でスタート!

新中1生・新中2生
新中3生

新高0生・新高1生
新高2生・新高3生

受講料

申込期間

通常1講座（東進中学NET 24,310円（税込）、東進衛星予備校 19,250円（税込））相当のところ、
無料で受講できます。講習受講料・入会金・テキスト料とも全て無料です。

日程 受講日時はカウンセリングのうえ、決定させていただきます。
教科／時間 全教科（教科選択制）／1講座90分授業×5回＋講座修了判定テスト他

で語彙力チェック
8月と12月に行われるVOCABULARY CONTESTは、全国の子供たちが「単語王」を目指して競う
大会です。語彙力レベルの到達度が測定できるので、これを励みにしてがんばっていきましょう。

日本人の英語語彙力水準を上げる「英検」「受験」に対応したオンリー・ワンの英単語教本
〈小・中学生用〉

英検5級・4級レベル
第1巻 1,200

単語
〈高校受験用〉

英検3級・準2級レベル
第2巻 2,000

単語

〈大学受験用〉
英検2級レベル
第3巻 2,000

単語
〈大学受験用〉

英検準1級レベル
第4巻 1,500

単語

eisu生はこの『単語塾』を
使って英語語彙力強化に

励んでいます。

VOCABULARY CONTEST、単語塾、英検対策必勝講座、
英検合格10時間特訓で英検合格へと導きます。
－単語塾とeisuオリジナル予想問題は、揺るぎない英検合格への礎－

橋本 明璃さん
中3

準1級 合格

教科 パズル道場（図形・思考力育成）

新小１▶ 新中3 オンラインLABO

教科 英検（2級・準2級・3級・4級）

新小１▶ 新高3 英検対策必勝講座

新小１・ 新小2 キッズコース

新小１▶ 新中3 パーフェクト演習ゼミ
受講単位／受講料（税別） 50分×4回：7,000円

※教材費、他一切を含む。

※受講日時はカウンセリングのうえ、
　決定させていただきます。

復習・予習対策
試験対策に最適

3/26（金）～3/29（月）日程

時限

A日程（計4日間） 3/30（火）～4/2（金）B日程（計4日間）

教科 パズル道場［算数］

新小１▶ 新小6 パズル道場
考える力を育成

開講校舎 全校舎教科 数学（論理的思考力×算数・数学）

新小4▶ 新高3 LOGICTREE

受講単位
受講料（税別）

100分×4回：12,000円
100分×8回：23,000円 ※教材費、他一切を含む。

教科
［新小1 ・ 新小2］ 算数・国語
［新小3▶新小6］ 算数・国語・理科・社会・英語
［新中1▶新中3］ 英語・数学・国語・理科・社会（教科選択制）

開講校舎 全校舎

ゲーム感覚で
楽しく学べる

学習課題の発見から
思考力育成まで

オンリー・ワン
の数学講座

教科 算数・国語・英語

［1限］ 9:00～ 9:50  ［2限］10:00～10:50  ［3限］11:00～11:50  ［4限］13:00～13:50
［5限］14:00～14:50  ［6限］15:00～15:50  ［7限］16:00～16:50  ［8限］17:00～17:50

受講単位
受講料（税別）

100分×4回：10,000円
100分×8回：19,000円 ※教材費、他一切を含む。

受講単位
受講料（税別）

100分×4回：12,000円
100分×8回：23,000円 ※教材費、他一切を含む。

受講単位
受講料（税別）

100分×4回：13,000円
100分×8回：25,000円 ※教材費、他一切を含む。

受講単位
受講料（税別）

100分×4回：12,000円
100分×8回：23,000円 ※教材費、他一切を含む。

英検資格の取得は受験で勝つための鍵。
英語のスペシャリストが、実践で役立つ
英語力を強化します。

［Zoomによる在宅コース］
自宅で楽しく学べる「図形・思考力育成」の
在宅型オンライン授業です。

確かな学力として定着させる個別自立演習コン
テンツ。教科書レベルから入試レベルまで、一人
ひとりの目標や学力に合わせて学習できます。

明るく、楽しく、元気よく、主要3教科を
学ぶ能力開発コース。子供たちの秘められ
た無限の可能性を引き出します。

小学生にとって大切なことは問題を自分で
解く喜びを体験すること。将来の入試にも
役立つ「パズル道場」で脳を活性化しま
しょう！

「数量」「図形」「思考」「論理」の4つの
分野を中心に、難問にも十分に時間をか
けて取り組めるような根気と好奇心を
養います。

開講校舎 全校舎

開講校舎 全校舎

開講校舎 全校舎

開講校舎 全校舎

※東進中学NET・東進衛星予備校を除く。

10時間特訓と併せて
受講すると効果的

東京大学
理科一類
宮本 蓮

どの教科も基礎が大切
です。わかりやすい授
業を心がけます。

中学3年生の2学期から英検準1級の対策を始め、今年の1月の試験で一発で合格しまし
た。準1級は2級と比べて単語量が一気に増えるため、セイン英語ジムの「単語塾」とeisu
「オリジナルプリント」を使ってコツコツと語彙力を固めていきました。また、冬期講習では
「英検対策必勝講座」と「英検合格10時間特訓」を併せて受講し、リスニングとライティン
グの力を集中的に高めました。試験本番では、ライティングでほぼ満点を取ることができ
ました。高校生になっても、好きな英語の力をeisuで伸ばしていきたいです。

新小3▶新中3 2日間完全集中特訓 新小１▶新高3 英検合格10時間特訓
リピーター
絶賛

進級前に現学年の学習を総復習します。
到達度をCHECKする単元ごとの確認
テストで、定着を実感しましょう！

ピンポイントの弱点補強で合格率80％以
上！英語のスペシャリストによる徹底的な
演習で短期間で合格力を高めます。

1年の総復習と
受験対策

2講座無料3/19●までの
お申し込みで

金 1講座無料3/27●までの
お申し込みで

金

中学3年間全範囲修了 高校3年間全範囲修了

主要3教科（英語・数学・国語）の 中学全範囲 を中1・中2の2年間 で修了主要3教科（英語・数学・国語）の 高校全範囲 を 中3（高0）・高1・高2の3年間 で修了

はじめよう　　　の難関大学現役合格カリキュラム4月新学期

開講校舎 全校舎

4月新学期 はじめよう

春期講習 申込締切迫る


