
全校舎「個別説明会」開催中
「新入学生」申込受付中

小学生 中学生 高校生
お申込み・お問合せ・資料請求は、WEBサイトかお電話（月～土 14：00～20：00、日 10：00～18：00）で。

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）

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）

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）

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）

六番町ヒルズ
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）

［eisu東京本部］

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

WEBサイト 夢中になる
オンライン
WEBサイト

チャンネル

公式アカウント

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

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!
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 3/26（金）～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

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  

開講校舎 六番町ヒルズ

日時
5/16（日） 

 ［2級・準2級・3級］ 9 ：00～19：00
 ［　　　4級　　　］15：00～19：00

開講校舎 全校舎

東京大学理科一類
大野 友輝

東京大学理科一類
中山 隼輔

東京大学理学部
長峯 新

東京大学文科三類
大西 美帆奈

東京大学理科二類
安藤 雄治

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

受講単位／受講料（税別） 50分×4回：7,000円

※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。
※受講料は、教材費・他一切を含む。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

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

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

受講単位
受講料（税別）

100分×4回：12,000円
100分×8回：23,000円

受講単位
受講料（税別）

100分×4回：13,000円
100分×8回：25,000円

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。

新小１▶ 新中3 パーフェクト演習ゼミ
復習・予習対策
試験対策に最適

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 全校舎受講単位
受講料（税別）

100分×4回：12,000円
100分×8回：23,000円

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！

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

オンリー・ワン
の数学講座

「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

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

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▶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
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。

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

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

春期講習 申込締切迫る4月新学期はじめよう
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