
開講校舎 全校舎
教科 パズル道場（図形・思考力育成）

小１▶ 中3 オンラインLABO
［Zoomによる在宅コース］

開講校舎 全校舎
教科 英検（2級・準2級・3級・4級）

小１▶ 高3 英検対策必勝講座

教科・級 英検（2級・準2級・3級・4級）
開講校舎 六番町ヒルズ

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

小１▶ 高3 英検合格10時間特訓

日時
7/20（火）・7/21（水）・7/22（木）・7/23（金）
7/27（火）・7/28（水）・7/29（木）・7/30（金）
［上記から2日間選択してください］ 10：00～16：00

開講校舎 全校舎
時間

受講料（税込）
5時間×2日間：22,000円  
※休憩時間を含む。※教材費・他一切を含む。

小3▶ 中3 2日間完全集中特訓
先輩たちは短期集中特訓ではずみをつけて合格しています！

小１・ 小2 キッズコース

時間／回数
受講料（税込）

100分×4回：14,000円
100分×8回：27,000円
※教材費・他一切を含む。

小１▶ 中3 パーフェクト演習ゼミ

時間／回数
受講料（税込） ※教材費・他一切を含む。

50分×4回：  8,000円
50分×8回：15,000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。

学習課題の発見から
思考力育成まで

10時間特訓と併せて
受講すると効果的

復習・予習対策
試験対策に最適

リピーター
絶賛

1年の総復習と
受験対策

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。

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。コロナ禍で
あっても、安心して自宅で学習できます。

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。

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学期の学びの遅れを、夏休みに入る前に2日
間で解消します。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！

教科
［小3▶小6］ 算数・国語・理科・社会
 中1▶中3 英語・数学・国語・理科 社会（教科選択制）

時間
受講料（税込）

［  2級 ］ 10時間×1日： 16,000円
［準2級］ 10時間×1日： 15,000円
［ 3級 ］ 10時間×1日： 14,000円
［ 4級 ］  4 時間×1日： 9,000円
※休憩時間を含む。※教材費・他一切を含む。

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!
小3生 ・ 小4生 ・ 小5生 ・ 小6生 ／ 中1生 ・ 中2生 ・ 中3生 ／ 高1生 ・ 高2生 ・ 高3生

この夏、
自分の成長
を実感。

夏期集中講習東大個別指導会

教科／時間 全教科（選択制）／1講座90分授業×5回＋講座修了判定テスト他
※各教科とも、レベル・目的別に応じた講座があります。※講座の詳細は、WEBサイトをご覧いただくかご希望の校舎にお問い合わせください。

日程 座席には限りがございます。定員になり次第、申込受付を
終了いたしますのでお早めにお申し込みください。

※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。

日程 7/1木～8/31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

開講校舎 全校舎

受講料（税込） ［小3・小4］6,000円  ［小5・中1・中2］6,500円  ［小6・中3］7,000円  ［高1・高2］7,500円  ［高3］8,000円
※1時限100分の受講料（教材費・他一切を含む）

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。

日程
（計4日間）

時限

Aターム Bターム Cターム

短期集中特訓

開講校舎 全校舎
教科 パズル道場［算数］

小１▶ 小6 パズル道場

時間／回数
受講料（税込）

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

考える力を育成
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）

小4▶ 高3 LOGICTREE

時間／回数
受講料（税込）

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

「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。

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

開講校舎 全校舎
時間／回数
受講料（税込）

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

ゲーム感覚で
楽しく学べる

オンリー・ワン
の数学講座夏期 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!

中1生 ・ 中2生
中3生

高0生 ・ 高1生
高2生

合格力で
選ぶなら
東進。

難関大学
現役必勝
コース

「夏期特別招待講習」の講習生は、高速マスター基礎力養成講座の「共通テスト対応英単語1800」
「はじめからの基礎単語1200」「数学計算演習」「単元別数学演習」「今日のコラム」を受講できます。高速マスター基礎力養成講座

申込期間

通常1講座（東進中学NET 
24,310円、東進衛星予備
校 19,250円）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。

受講料
（税込）

特典

7/31●までのお申し込みで土 2講座無料
7/14●までの
お申し込みで

水 4講座無料 7/21●までの
お申し込みで

水 3講座無料 7/31●までの
お申し込みで

土 2講座無料

6/8火～8/31火
全校舎開講校舎

定期的な
ご家庭への報告4 eisu独自の

カウンセリングシート5 選び抜かれた
講師陣6

専用ブースで
完全「1対1」の本格授業1 目標設定と

リマインドシートの作成2 オーダーメイド
カリキュラムの作成3
総合学習管理と
家庭学習教材7

教科 算数・国語・英語
開講校舎 全校舎

時間／回数
受講料（税込）

100分×4回：11,000円
100分×8回：21,000円
※教材費・他一切を含む。

［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

　　 ならお子様のご都合に合わせたフレキシブルな対応が
可能です。ご都合の良い日程・時限をお選びください。

限界なんて錯覚、
知らない自分発見!!

教科・受講単位 全教科（選択制）1時限100分×4回／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。

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。

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。

疑問や不安を残さない完全個別対応。
考え得る最高の学習環境を提供します。

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！

7/20（火）～7/23（金） 7/27（火）～7/30（金）
Dターム Eターム8/17（火）～8/20（金） 8/24（火）～8/27（金）

8/3（火）～8/6（金）
サマーカリキュラム オンリー・ワンの学びスタイルで

2学期に備えましょう！

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

東進のIT・AI学習なら、コロナ禍であっても、完全個別最適化されたカリキュラムとスケジュールで、安心して学習を進められます！

中1 中2 中3（高0） 高1 高2 高3
はじめよう　　　の
難関大学現役合格
カリキュラム

英語の「語彙力」の向上を目指して無学年制で競い合う、
オンリー・ワンの全国テスト！
英語の「語彙力」の向上を目指して無学年制で競い合う、
オンリー・ワンの全国テスト！

eドリルは、文部科学省学習指導要領に
準拠し、教科書ページ対応機能を持つオン
ライン家庭学習コンテンツで、楽しみなが
ら主体的に学べる優れた完全個別対応の
学習法として高い評価を得ています。使い
やすさはもちろん、時間や場所を選ばない
多様な学びスタイルに対応できます。戻り
学習や先取り学習などの機能や、ひとつの
テーマを学年を越えて予習・復習できる
テーマ学習機能もあり、小・中学生はもとよ
り、高校生以降の学び直しにもベストです。

義務教育9年の全学習単元を身に付ける、
「個」に対応した、オンリー・ワンの
オンライン家庭学習コンテンツ！

デイビッド・セイン氏とeisuが開発した「セイン
英語ジム」は、日本人が英語を覚えるために必要な
要素を結集させました。完全個別対応の学習法
として、「英語4技能」を日常的に鍛え、結果として
中学・高校・大学入試や英検上位級、TOEFL®、
TOEIC®でも高得点が取れる、日本発のオンリー・
ワンのオンライン家庭学習コンテンツとして、高い
評価を得ています。

「使える英語力」がグ～ンと伸びる、
「個」に対応した、オンリー・ワンの
オンライン家庭学習コンテンツ！
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1単元が5～10分で学び（直し）完了！？知は力

タブレットや
スマートフォン
で対応
できます！

パソコンや
タブレット、
スマートフォン
でも対応
できます！

このメソッドが
１番だと確信しています

累計400万部を超える英語学習本のベストセラー著者。日本で30年以上にわ
たり英語教育に携わり、日本人に合った日本人のための英語学習法を多数開発
してきた。日本における英語・英会話教育の第一人者。A to Z English主宰。

デイビッド・セイン氏

https://designproduction.jp/eisu/omoushikomi/ http://david-thayne.com

オンライン家庭学習 eドリル・セイン英語ジム VOCABULARY CONTEST

対象

小3生▶
高3生

eisu・niceに
通われていない方、
講習を受講しない方でも
お申込みできます
申込受付中！

12.18
2021

土

第2回

全国同時
一斉開催

8.29
2021

日

第１回

小学生部門、中学生部門、高校生部門で
それぞれ表彰します。表彰

金賞
表彰状・金カップ
図書カード（5,000円）

銀賞
表彰状・銀カップ
図書カード（4,000円）

銅賞
表彰状・銅カップ
図書カード（3,000円）

● 対　　象 ： 小3生▶高3生
● 実 施 日 ：〈 第 1 回 〉  8月29日（日）10：00～11：40
　                〈 第 2 回 〉12月18日（土）10：00～11：40
● 実施時間 ： 100分
● 実施会場 ： eisu各校とエントリーされた全国の学習塾・学校
● 受 験 料 ： 1回につき3,300円（回・税込）

「VOCABULARY CONTEST」と「英検」の語彙力測定目安
100点 150点 250点 350点200点 300点 400点満点

VOCABULARY
CONTEST 英検

準1級レベル
英検
2級レベル

英検
準2級レベル

英検
3級レベル

英検
4級レベル

英検
5級レベル

「単語王」を目指して全国の子供たちが競うコンテスト

セイン英語ジムが主催する「VOCABULARY CONTEST」は、「単語王」を目指して全国の子供た
ちが競うオンリー・ワンのコンテストです。全国のライバルと競い合う中で英語の「語彙力」を鍛錬し
ます。努力して暗記したことがそのまま点数として表れます。参加者は、セイン英語ジムを受講してい
る子供たちに限りません。学習塾や学校での団体での挑戦、個人での挑戦もできます。

手応えのある「400問」の設問に全員が挑戦

「VOCABULARY CONTEST」は、学年の壁を越えて、手応えのある「400問」の設問に、小学3
年生から高校3年生が挑戦する、やりがいのあるエキサイティングなテストです。

出題語句レベルは英検にマッチしているので、
合格に必要な語彙力レベルへの到達度が測定可能

英検5級・4級・3級・準2級・2級・準1級に即した語句をそれぞれ出題。正答率によって英検合格
の到達レベルも同時に判定ができます。

日本人の英語語彙力水準を上げる
ための使い易く覚え易い、
オンリー・ワンの英単語教本！

■ 対象：小学1年生～社会人１ 3 4２「英検」「受験」に対応した
オンリー・ワンの英単語教本

■ 対象：小学3年生～高校3年生
英語の語彙力を競う

オンリー・ワンの全国テスト

英語4技能［読む・聴く・書く・話す］
最強のオンライン家庭学習

小学1年生

社会人
▼

今こそ、家庭での学びはベストの方法で
小学1年生

社会人
▼

国・算（数）・理・社・英［指導要領準拠］
最強のオンライン家庭学習

◆ 英語の4技能を強化する
　 新時代の英単語教本

この英単語教本の最大の特徴は、「英検」「受験」「学校の
授業」、そして何よりも重要な「ネイティブ・スピーカー
が使う『生きた英語』」の土台となる語彙を効率よく習得
できることです。強い動機付けを備えたこの「単語塾」が、
日本人の英語語彙力水準を上げ、英語を学ぶ小・中・高
校生はもとより、大学生や社会人にも必須の副教本です。

◆ 「読む・聴く・書く・話す」の4技能を
　 フォローするアプリ学習を導入

『単語塾』は単なる英単語の本ではありません。音声データ
や本書完全対応アプリが付属しています。

お申し込みはWEBサイトから

オンライン家庭学習 eドリル・セイン英語ジム、
VOCABULARY CONTEST、単語塾の申込

方法 https://designproduction.jp/eisu/omoushikomi/

単語塾
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〈高校受験用〉
英検3級・準2級レベル
2,000単語／240ページ
価格 1,320円（税込）

第2巻
〈小・中学生用〉
英検5級・4級レベル
1,200単語／160ページ
価格 1,100円（税込）

第1巻
〈大学受験用〉
第3巻

英検2級レベル
2,000単語／240ページ
価格 1,320円（税込）

〈大学受験用〉
第4巻

英検準1級レベル
1,500単語／192ページ
価格 1,320円（税込）

VOCABULARY CONTESTと組み合わせることで
一人ひとりの語彙力の習得状況を把握できる！

暗記トレーニング法と暗記シート付きで
家庭で使い易い！

eisuでは、小・中学生全員が
1巻～4巻（6,700単語）を家庭学習しています！

わかり易いジャンル別と英検レベル別掲載で
家庭で覚え易い！

スマートフォン・
パソコンから
お申し込みください。

成績は
「英検のレベル判定」
つきで返却します。

eドリルは
様々なニーズに
お応えします。

◆ 家庭学習習慣を強化したい！
◆ 塾や学校の予習・復習に活用したい！
◆ 部活や習い事と両立したい！
◆ 第一志望に合格したい！
◆ リカレント教育（学び直し）したい！

Basic、Stage0～6の中から
それぞれの学力に応じて
学習が始められ、より自分の
レベルに即した学習が可能に！

10,000単語
30,000英会話例文が身に付く
活きた実際の会話で使われる、30,000にも及ぶ
多彩な呼びかけ（Call）と応答（Response）の
パターンを、Natural Speaking Speed（ネイ
ティブの自然な会話のスピード）でインプット
します。

全ての例文が「Call & Response」、つまり
会話のやり取りを丸ごとインプットす
るという形式になっていることです。そ
れらの例文は現代のネイティブが実際
に使っている言葉遣いに基づいていま
すから、「使える」英語が学べるのです。

「理解」よりも「反応」を重視するプログ
ラムで、何度も学習しているうちに英語
が自然と身に付いてきます。赤ちゃんが
日本語を覚える場合、「あいうえお」から
学ぶわけではないです。簡単な会話を聴
き続けていく中で、自然に言葉を覚えて
いくのと同じです。

最難関大学で6,000～7,000語が必要と言わ
れていますが、「セイン英語ジム」を学ぶ中
でなんと10,000語を学びます。しかも、た
だ単に単語を暗記するのではなく、約
30,000のCall & Responseの中で実際に「使
える」語学力として身に付きますから、受
験においても圧倒的に有利になります。

●他の英会話プログラムと
　一番の違い

●英語を勉強したことのない
　子供でも学べます

●このコンテンツで学ぶ英語は
　受験にも通用します

英語ジムセインセインセイン をやってよかったと感じたことは？

橋本 明璃さん

準1級 合格 中学3年生の2学期から英検準1級の対策を始め、翌年
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「ボキャブラリー検定」を使って語彙力を
固めていきました。

（お子さん）
●英語が聴き取りやすくなった。●英作文がつくりやすくなった。
●やる前は英語が好きではなかったけどやってからはすごく好きになり、
　英語をやるのが楽しみになった。

を始めてからお子さんの家庭学習は変わりましたか？
少し
高まった

14.1％
30.8％

55.1％

とても
高まった

高まった

〈保護者1055人に三択アンケート〉

わかる！楽しい！！
よし！これでメダルも

貯まるぞ！

お申込み月は無料です。翌月から利用料が発生します。

今春より、eisuでは小・中学生全員がオンライン家庭学習を利用し、家での勉強を強化しています。

やる気を引き出し
あなたが伸びる学び方

2,750円利用料月額（税込） eドリル・セイン英語ジム 各 のみ
（税込）

1つの教材に対して「基本」「標準」「挑戦」の3つの難易度から選択して学習できます。
●「単元学習」はどんどん挑戦したくなる難易度選択制

教科書ページで範囲を指定すると、その範囲の単元テストができます。
教科書にそった弱点克服や、学校の定期テスト対策に効果的です。

●「教科書ページ対応（テスト対策）」

弱点教科克服のため単元テスト機能を搭載しました。問題は単元から出され、不正解
だった教材を確実に再学習できる仕組みです。

●「単元テスト」で理解度を完全チェック

図やグラフなどを使ったわかりやすい解説教材です。
解説教材で学習した後には、確認テストが行えます。

●「解説教材と確認テスト」

小さな負担で
大きな成果を
もたらします。

学習コースに対応した管理機能で生徒（利用者）の家庭学習を応援します。




