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中高一貫校講座 英語

講座紹介

中学の学習範囲を最短で修得する

　世界で活躍する次代のリーダーとして、ビジネスの舞台で英語を駆使して自分の
意見を「発信する」ことがますます求められてきています。この中高一貫校英語講
座では、英語の4技能を意識し、自分の言いたいこと、考えていることを英語で自
由に伝える確かな「発信力」の養成を目指しています。揺るぎない文法の土台を固
め、英文を英語のままで考えて、どんどん発声していく学習方法を採用しています。
将来的に国境を越えたコミュニケーションの実現を目指す英語修得講座です。

英語

講座の狙い 不定詞、比較、受動態といった表現方法を身につけることで、英語の表
現力を大きく広げていきます。
講座の主な単元名　①不定詞 ②動名詞・接続詞that・副詞節 ③比較 ④５文型・受動態

講座名 中高一貫校講座 スタンダード英語Ⅱ 前期
講座の狙い 句や節についての理解を深め、複雑な構造の英文でも自信をもって正
確に使いこなす英語力を身につけます。
講座の主な単元名　①現在完了形・現在完了進行形・完了形の受動態 ②分詞・使役動詞・
間接疑問 ③関係代名詞 ④仮定法・話法・構文

講座名 中高一貫校講座 スタンダード英語Ⅱ 後期 ★

講座の狙い 最初に基本的な英語の文の形を学んだ後、時・場所・数など様々な事柄
を尋ねる疑問文や、可能・許可・依頼の表現にも触れます。正しく学習することで、
英語が「できる」→「楽しい」→「もっとやりたい」という英語好きのサイクルを確立
します。
講座の主な単元名　①be動詞の文 ②一般動詞の文・複数形 ③一般動詞の文（三単現）・
疑問詞・can ④人称代名詞・所有代名詞・疑問詞（How〜）

講座コード 10618

講座名 中高一貫校講座 スタンダード英語Ⅰ 前期
講座の狙い 過去形、未来形、進行形、命令文など動詞表現のバリエーションを増や
していきます。また、WillやShallを用いた依頼・勧誘を表す文など、助動詞について
もさらに学び、英語の表現の幅を広げていきます。
講座の主な単元名　①命令文・There is/are〜・冠詞・副詞（句） ②過去形・数量表現 ③現
在進行形・過去進行形・未来表現 ④助動詞・感嘆文・接続詞

講座コード 10650

講座名 中高一貫校講座 スタンダート英語Ⅰ 後期 

講座の狙い 文法事項を固めながら、授業の中でリス
ニング・スピーキングを重ね、音をそのまま英語で理
解することを目指します。また日本人にとって難しい
発音の違いなどフォニックスを丁寧に確認。英語学習
初期にきれいな発音で話せる訓練をします。
講座の主な単元名 ①be動詞、人称代名詞(1)、what/
who/whoseの疑問文、名詞、冠詞、形容詞 ②一般動
詞、人称代名詞(2)・不定代名詞、前置詞 ③疑問詞、命令
文、現在進行形、can、be動詞の過去形 ④一般動詞の過
去形、could/was[were]able to、過去進行形、There 
is[are]〜.　

講座名 中高一貫校講座
ハイステージ英語Ⅰ

講座コード 12807

講座の狙い 文法事項を固めながら、授業の中でリスニ
ング・スピーキングを重ね、自分の感情や状況の説明を
相手に向けて発信することを目指します。
文法事項で学んだポイントを応用して、絵や状況を表現
する訓練をたくさん行うことで表現の幅を広げます。
講座の主な単元名 ①未来の文、助動詞 ②名詞、冠詞、代
名詞、形容詞、副詞 ③不定詞、動名詞、接続詞 ④感嘆文、前
置詞、比較、受動態

講座名 中高一貫校講座
ハイステージ英語Ⅱ

講座コード 12858

講座の狙い 文法事項を固めながら、４技能をバラン
ス良く学習し、将来的に４技能試験で高得点獲得を
目指して本当に使える英語を身につけます。自分の言
いたいことだけでなく、相手の話をくみ取り、会話の
内容を深めていく力を身につけていきます。
講座の主な単元名 ①句と節、文型、完了形 ②受動態、
不定詞、動名詞、分詞、分詞構文 ③関係詞、いろいろな疑
問文、知覚動詞と使役動詞 ④仮定法、話法、いろいろな
構文

講座名 中高一貫校講座
ハイステージ英語Ⅲ

講座コード 12904

中高一貫校講座 ハイステージ英語　各90分授業×20回+講座修了判定テスト４回　担当講師　東進英語科　　　

中高一貫校講座 ハイレベル英語　各 90 分授業×20 回 + 講座修了判定テスト４回　担当講師

中高一貫校講座 スタンダード英語 各 90 分授業×20 回 + 講座修了判定テスト４回　担当講師　大岩 秀樹先生  

受講対象　最難関中高一貫校に通う中学1〜3年生。文法を徹底的に身につけながら英語を「読む」「聞く」だけでなく、「話す」「書く」力をつけたい生徒におすすめです。

受講対象　難関中高一貫校に通う英語が得意な中学生、短期間で中学英語を本格的に復習したい中学生。中学入学前にすでにある程度英語を学んできた中学1年生も受講できます。

受講対象　中高一貫校に通う中学生、これから短期間で中学英語を本格的に復習したい中学生。

講座コード 10715 講座コード 10758

土岐田 健太先生

ニック・ノートン先生

講座の狙い 英語の文構造の基本から学習を開始し
て、さまざまな英語表現の特徴を理解していきます。
ネイティブ講師のパートでは実際に使える英語をバン
バン取り上げていきます。まずは耳から英語を習得し
ていきましょう。
講座の主な単元名 ①be動詞/複数形 ②一般動詞、三単
現/can ③人称代名詞/命令文 ④現在進行形/there is
〜

講座名 中高一貫校講座
ハイレベル英語Ⅰ

講座コード 10316

講座の狙い 過去形、未来形、助動詞表現など動詞表現
のバリエーションを増やしていきます。また、副詞節や名
詞節といった複文構造を使えるようにして、英語表現の
幅を大きく広げていきます。
講座の主な単元名 ①過去形/過去進行形 ②未来形/助動
詞 ③不定詞/動名詞 ④接続詞/比較

講座名 中高一貫校講座
ハイレベル英語Ⅱ ★

講座コード 10413

講座の狙い 複雑な文体を学ぶことで英語の世界を広
げていきます。ネイティブ講師とのダブルティーチン
グでは英語の微妙なニュアンスにもフォーカスしてい
くので、英語力が格段にアップします。後半は高校範
囲にも足を踏み入れていきます。
講座の主な単元名 ①受動態/文型 ②現在完了/使役動
詞 ③関係代名詞/分詞 ④仮定法/話法

講座名 中高一貫校講座
ハイレベル英語Ⅲ ★

講座コード 10510

　「数学の本質的な理解から、さらなる高みを目指す」という観点から組み立てら
れた画期的なカリキュラムです。演習問題を可能な限り独力で予習したうえで授
業に臨んでください。論理的着眼点・効率的解法・発展的別解を示します。より
高いレベルに触れることで、新しい着想と数学のおもしろさに気づき、筋道を立
てて考える力を養成します。

数学

受講対象　難関中高一貫校に通う中学生、高度な数学能力の鍛錬を目指す公立中学生。

受講対象　数学能力を鍛えたい中高一貫校に通う中学生、公立中学生。

講座名 中高一貫校講座 ハイステージ代数 前期

講座コード 22810

講座の狙い 代数学の本質を学ぶために、中学数学から高校・大学以降までの数学を
体系化。算数から数学へステップアップするための抽象的論理力を身につけることを
目指します。
講座の主な単元名 ①正負の数・文字式・１次方程式・１次不等式 ②連立方程式・式の
展開 ③因数分解・数の性質 ④平方根・２次方程式

講座名 中高一貫校講座 ハイステージ代数 後期

講座コード 22853

講座の狙い ハイステージ数学代数前期で学んだ知識を基に、集合・関数・確率の理
論を学習。公式暗記の機械的な計算にとどまらず、「自分の頭を使って考える」習慣
を身につけます。
講座の主な単元名 ①集合・関数 ②グラフ・比例・反比例・１次関数 ③２次関数 ④場
合の数・確率

講座コード 22918

講座の狙い 従来の枠組みから脱し幾何学を厳密に学ぶために、ユークリッド幾何学
を紐解き中学生にでも理解できるよう解説。論理的な思考とそれをきちんと記述す
る力を身につけることを目指します。
講座の主な単元名 ①平面図形・空間図形②論理・証明・角・三角形③合同④平行線

講座名 中高一貫校講座 ハイステージ幾何 前期

講座コード 22950 

講座の狙い ハイステージ数学幾何前期で学んだ知識を基に、論理的に幾何学を再構
築。歴史的・伝統的な幾何学の学習を通じて新しい知識や思考力を身につけるための
「基礎体力」を身につけます。
講座の主な単元名 ①多角形・四角形 ②図形の移動・比例線定理 ③面積・三平方の定
理・円 ④円・三角形の五心

講座名 中高一貫校講座 ハイステージ幾何 後期

添削あり!

添削あり!

添削あり!

添削あり!

添削あり!

添削あり!

添削あり!

添削あり!講座名 中高一貫校講座 スタンダード数学（図形編）後期

講座コード 20214

講座の狙い 知識のつめこみではなく、授業で用いる定理はすべて証明して「なぜそう
なるか」を徹底的に解明しながら、ドキドキ、ワクワクできるような難問について「ど
う考えればこの問題が解けるか」という思考プロセスから解説します。
講座の主な単元名 ①平面図形と空間図形の基礎 ②体積、平行と合同 ③四角形の性
質 ④相似

講座名 中高一貫校講座 ハイレベル幾何 前期

講座コード 20257

講座の狙い 定理をフル活用し、明快な着眼点と論理的なステップの積み重ねで難問
を鮮やかに解説。幾何学の楽しさに触れながら、高度な論理的思考力・問題解決能
力を身につけることができます。
講座の主な単元名 ①比と計量 ②円 ③三平方の定理 ④図形の総合、データの整理

講座名 中高一貫校講座 ハイレベル幾何 後期

講座コード 20117

講座の狙い 算数にはなかった概念の本質的な解説、目の前の数式をどう捉えるべき
かの感覚的説明とともに、知っていることでスピードや正確性に差がつく発想の転換
も紹介。計算が得意になる講座です。
講座の主な単元名 ①正・負の数、文字式 ②１次方程式、連立方程式 ③連立方程式の
文章題、不等式 ④１次関数

講座名 中高一貫校講座 ハイレベル代数 前期

講座コード 20150

講座の狙い 高等数学の土台となる平方根〜2次方程式〜2次関数を、基礎的な概念
から高度な融合問題まで徹底演習。一方で、発想力が問われる「確率」と「整数」を
重要視、独立単元として扱います。
講座の主な単元名 ①式の展開と因数分解 ②平方根と２次方程式 ③２次関数 ④確
率、整数

講座名 中高一貫校講座 ハイレベル代数 後期

講座コード 23418

講座の狙い 平面図形の基礎から、つまずきの多い空間図形などもしっかりと学習し
ていきます。着眼点や思考過程を重視した解説を行います。
講座の主な単元名 ①平面図形と空間図形の基礎 ②体積、平行と合同 ③三角形と四角
形 ④平行線と相似

講座名 中高一貫校講座 スタンダード数学（図形編）前期

講座コード 23450

講座の狙い メネラウスの定理や方べきの定理など、中高一貫校の中学段階で頻出の内
容を網羅した体系的カリキュラムです。着眼点や思考過程を重視した解説を行います。
講座の主な単元名 ①図形に関する比 ②円 ③三平方の定理 ④図形の総合問題とデー
タの整理

講座コード 23019

講座の狙い 中高一貫校の代数で多く採用されている、連続性を重視したカリキュラ
ムの講座です。方程式〜連立方程式〜不等式というように、関連のある内容は一気に
高校範囲まで学んでいきます。
講座の主な単元名 ①正負の数と文字式 ②文字式の利用、方程式 ③連立方程式、不等
式 ④基礎的な関数（１次関数)

講座名 中高一貫校講座 スタンダード数学（数量編） 前期

講座コード 23051

講座の狙い 高校数学の土台となる内容を網羅した上で、中高一貫校で取り上げられ
ることの多い整数問題（指導要領外）なども扱います。
講座の主な単元名 ①展開と因数分解 ②平方根と２次方程式 ③２次関数 ④確率・整
数

講座名 中高一貫校講座 スタンダード数学（数量編） 後期

中高一貫校講座 ハイステージ代数・幾何　各 90 分授業×20 回 + 講座修了判定テスト 4 回　担当講師　松田 聡平先生

中高一貫校講座 ハイレベル代数・幾何　各 90 分授業×20 回 + 講座修了判定テスト 4 回　担当講師　大吉 巧馬先生

中高一貫校講座 スタンダード数学（数量編・図形編） 
各 90 分授業×20 回 + 講座修了判定テスト 4 回     担当講師　数量編：沖田 一希先生  図形編：山之内 聖拡先生

受講対象　最難関中高一貫校に通う中学生。じっくりと代数学・幾何学の本質を学びたい生徒におすすめです。※ハイステージ代数・幾何の同時学習を推奨します。

数学

中高一貫校講座 ハイレベル英語は順次改訂をし、2022年中の開講予定です。詳しい開講日は校舎スタッフにお尋ねください。新旧講座で内容が異なるため、旧講座（担当：西田昌
史先生）で学習を開始している場合は継続して後期を取得してください。ハイレベル英語Ⅰ前期（00889）、ハイレベル英語Ⅰ後期（01058）、ハイレベル英語Ⅱ前期（00891）、ハ
イレベル英語Ⅱ後期（01077）

講座改訂予定です。開講日は校舎スタッフにお尋ねください。開講日より前に受講を
開始したい場合は、過年度版（講座コード01098：井上洋平先生）を受講できます。
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数学

　基本例文を軸とした学習を行い、例文の言いかえをしながら語彙を増やし、さらに長文を速読す
る力を身につけていきます。世界に通用する英語力の基礎を養成する講座です。

　用語の定義や定理の根拠を明確にして論理的な思考を習慣化します。「解き方」より「考え方」
を重視しながら学習を進め、論理的思考力・問題解決能力を身につけていきます。

中学対応講座 難関 　
受験対策を超えて、飛躍的に学力を伸ばす

英語 数学

英語

講座名 中学対応講座 難関数学 中１ 前期

講座コード 21717

講座の狙い 素因数分解や平方根などの基礎概念をしっかり身につけることはも
ちろん、平方完成、2次方程式の解と係数など、高校範囲まで踏み込んで学習。
はるか先の数学へ続く土台を高く、堅固に築きあげます。
講座の主な単元名  ①展開と因数分解（23710）／②平方根（23728）／
③２次方程式（23736）／④関数とグラフ（21741）

講座名 中学対応講座 難関数学 中３ 前期

講座コード 21610

講座の狙い １次関数の直交条件、順列・組合せなど、高校範囲の概念もどんど
ん学習。場合の数と確率の単元では大学入試レベルの問題にもチャレンジ。数
学力を大きく伸ばします。
講座の主な単元名 ①式の計算と連立方程式（23612）／②１次関数（23620）
／③場合の数と確率（23639）／④まとめと発展（中2前期）（21644）

講座名 中学対応講座 難関数学 中２ 前期

講座コード 11550

講座の狙い 中１範囲に留まらず、様々な表現を学習していきます。ネイティブ
が英語を使う際の感覚を知ることで、英語表現の微妙なニュアンスまでつか
み取っていきます。
講座の主な単元名 ①三単現・人称代名詞（13552）／②曜日・時刻・疑問詞（13560）
／③現在進行形・Can（13579）／④過去形（11584）

講座名 中学対応講座 難関英語 中１ 後期

講座コード 11614

講座の狙い 過去形、未来形、助動詞など英語学習の重要項目がぎっしり詰まっ
た授業。なぜこの表現を使うのか、ネイティブ英語の本質に迫っていきます。
講座の主な単元名 ①be動詞の過去形（13617）／②未来・There is〜（13625）
／③助動詞（13633）／④名詞・代名詞（11649）

講座名 中学対応講座 難関英語 中２ 前期 講座コード 11657 

講座の狙い 不定詞、比較、受動態を学習することによってどんどん生きた英語
に触れていきます。いろいろな内容を英語のまま理解し、発信できるように演
習していきます。
講座の主な単元名 ①不定詞・動名詞（13650）／②疑問文・接続詞（13668）
／③比較（13676）／④受動態（11681）

講座名 中学対応講座 難関英語 中２ 後期

講座コード 11711

講座の狙い 前期で中学範囲を全て修了します。様々な実用的な構文をひとつず
つ丁寧に解説していきますので、英語が大好きな生徒も納得の講座です。
講座の主な単元名 ①現在完了（13714）／②基本文型・いろいろな構文（13722）
／③接続詞・分詞（13730）／④関係代名詞（11746）

講座名 中学対応講座 難関英語 中3 前期

講座コード 11517

講座の狙い まずは英語そのものを好きになってもらうことからスタートしま
す。いろいろな言葉や表現をひとつずつ覚えていくことを楽しみながら学習
していきます。
講座の主な単元名 ①be動詞1（13510）／②be動詞2（13528）／
③一般動詞・複数形（13536）／④形容詞・副詞・命令文（11541）

講座名 中学対応講座 難関英語 中１ 前期

講座コード 11754

講座の狙い 全中学範囲を超えて、一気に高校英語へと進んでいきます。バリ
エーション豊かな表現を習得し、よりたくさんの事柄を英語で発信できるよ
うに演習します。
講座の主な単元名 ①関係副詞・過去完了（13757）／②使役動詞・話法（13765）
／③仮定法・分詞構文（13773）／④まとめ・長文（11789）

講座名 中学対応講座 難関英語 中３ 後期

講座コード 21512

講座の狙い 中１範囲の単純な計算規則も丸暗記ではなく、規則が成り立つ理
由から徹底的に説明。複雑な文章題でも、問題を正しく読み解くことで解法
が必然として定まることを示します。
講座の主な単元名 ①正負の数・文字式（23515）／②方程式（23523）／
③比例と反比例（23531）／④まとめと発展（中1前期）（21547）

講座コード 21555

講座の狙い 「平面図形」と「作図」をそれぞれ独立した単元として用意。中１数
学のレベルをはるかに超えて、なぜ作図が成立するかという本質から論理的に
解き明かします。
講座の主な単元名  ①平面図形（23558）／②作図（23566）／
③空間図形（23574）／④まとめと発展（中1後期）（21580）

講座名 中学対応講座 難関数学 中１ 後期

講座コード 21652

講座の狙い 通常は中学でも高校でも教えられることのない「公理」の考え方を
導入。概念の定義、公理による証明、証明された定理の活用。本格的な幾何学
の力を鍛錬できる講座です。
講座の主な単元名  ①図形の性質（23655）／②三角形と四角形（23663）／
③様々な証明（23671）／④まとめと発展（中2後期）（21687）

講座名 中学対応講座 難関数学 中２ 後期

受講対象　公立中学の範囲を学習し、更に発展的な英語力を磨きたい、英語が得意な生徒。難関高校の受験を志望する生徒におすすめです。

受講対象　公立中学の範囲を学習し、更に発展的な数学力を伸ばしたい、数学が得意な生徒。難関高校の受験を志望する生徒におすすめです。

中学対応講座 難関英語　
各 90 分授業×20 回 + 講座修了判定テスト 4 回　担当講師　中 1、中 2： 井上 洋平先生    中 3： 西田 昌史先生

中学対応講座 難関数学　
各 90 分授業×20 回 + 講座修了判定テスト 4 回　担当講師　中 1、中 2： 東進数学科    中 3： 大吉 巧馬先生

講座コード 21750

講座の狙い あらゆる定理を証明してから用いる幾何学的手法にしっかりと時間
を使いながらも、共円条件、接弦定理など高校内容も学習。まとめと発展では
高度な融合問題に取り組みます。
講座の主な単元名  ①相似（23752）／②円（23760）／
③三平方の定理（23779）／④まとめと発展（中3）（21784）

講座名 中学対応講座 難関数学 中３ 後期
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ご父母の皆様へ

講座紹介

中学の学習範囲を最短で修得する

　「子どものために書かれた文章」から卒業し、「大人のために書いた文章」をしっかり読める
ようになることを目指します。現代の知的な世界における価値観を理解するために最適な、読
んでいてワクワクし、思考が深まるような文章を厳選しました。答案の添削指導も実施し、難
関大学入試、さらには実社会でも必要となる情報整理力・表現力が身につく指導を行います。
自らの関心に従って難度の高い書籍を十分に読みこなし、さらに知的能力を高めるサイクルを
構築します。

国語

学んだことをすぐに実践して、自分の力にする
継続することで、理解力・論理的思考力・表現力が身につく
一人一人に合わせた細やかなアドバイスが学習効果を高める

中高一貫校講座のハイステージ代数、
ハイステージ幾何、ハイレベル幾何、
スタンダード数学（図形編）、現代文
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでは、授業の一部として毎
回の授業後に添削指導があります。

＜幾何の添削例＞＜現代文の添削例＞

具体的な復習の仕方も
アドバイスするため、

継続的な学習につながります。

授業で扱った
文章の要約が
できているか
しっかりと
評価します。

添削あり! 添削あり! 添削あり!

論理的根拠を
示すために

どう書けばよいかを
丁寧に指導します。

国語

★講座改訂のお知らせ
下記の講座は改訂を予定しており、順次講座を開講いたします。教育効果
向上のため、名称・講座内容を変更する場合があります。開講時期は校舎
スタッフにお尋ねください。いち早く学習を進めたい方は過年度版で学習
ができます。

【対象講座】
中高一貫校講座　ハイレベル英語Ⅱ／Ⅲ
中高一貫校講座　スタンダード英語Ⅱ 後期

添削指導

添削指導では、お子様が「できたところ」、「よかったところ」を具体的に示しています。
ぜひ、添削後の答案をご覧になって、ほめてあげてください。

中高一貫校講座

講座名 中高一貫校講座 現代文Ⅱ 講座名 中高一貫校講座 現代文Ⅲ中高一貫校講座 現代文Ⅰ講座名 

講座の狙い 「おもしろい文章」「ワクワクする文章」を
たくさん読みながら、受験だけでなく将来にも役立つ
現代文の正攻法の読み方を伝授します。添削指導で、記
述・要約問題対策もバッチリです。
講座の主な単元名 説明的文章を読み取るトレーニング
（類比、対比、因果関係、具体と抽象の関係）／文学的
文章を読み取るトレーニング（情景・心情・時の流れ・
主題）／説明的文章テーマ別読解「家族論」「近代批
判」「言語論」／文学的文章テーマ別読解（「家族」「人
間関係」「再生と愛」など）

講座コード 00953

講座の狙い 評論、随筆、小説、詩・短歌・俳句など、さ
まざまなジャンルの文章を扱いながら多角的な文章読
解を身につけていきます。
講座の主な単元名 説明的文章を読み取るトレーニング
（類比、対比、因果関係、具体と抽象）／随筆の読み方
（評論的手法）／文学的文章を読み取る（心情の理解・
主題・象徴表現）／随筆の読み方（小説的手法）／説明
的文章テーマ別読解（幸福論・異文化交流論・身体論・
時間論・政治論）／文学的文章テーマ別読解（「友情」
「命」「家族」「運命」など）

講座コード 00954

講座の狙い 「Ⅰ」「Ⅱ」で修得した読解力・表現力を
ベースに、大学入試レベルの文章をコンスタントに読
み、設問にも取り組んでいきます。
講座の主な単元名 説明的文章読解術のマスター（構造を意
識した読解）／説明的文章解答技術のマスター（記述型・選択
肢問題）／文学的文章読解術のマスター（心情の読み方・キャ
ラクター配置）／文学的文章解答技術のマスター（選択肢
問題・心理描写）を読み取る（心情の理解・主題・象徴表現）／
随筆へのアプローチ／説明的文章テーマ別読解（異質性・価
値観・母語の意義・虚構の実存性・ひとの心理）／文学的文章
テーマ別読解（「美意識」「芸術」「思想」「世界観」など）

講座コード 00962

中高一貫校講座 現代文　各 90 分授業×20 回 + 講座修了判定テスト 4 回　担当講師　東進国語科
受講対象　現代文が得意な中高一貫校に通う1年生。中高一貫校に通う中学２年生。現代文に苦手意識のある中高一貫校に通う3年生。
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中学対応講座 上級　
高校受験基礎力を身につけ、定期テストの点数アップを目指す

英語 数学

各90分授業×20回+講座修了判定テスト4回 （単元ごとの受講も可能です）

講座の対象：基礎から応用までしっかり学習したい生徒。 
講座の目標：基礎から公立高校入試レベルを完全マスターする。
学習内容：中学学習範囲の完全理解を目標に、単元・項目別に基礎事項を丁寧に解説し、
  演習により徹底的にマスターします。

各90分授業×20回+講座修了判定テスト4回 （単元ごとの受講も可能です）

講座の対象：中学で習う英文法を項目ごとに学習し、力をつけたい生徒。 
講座の目標：英文法の基礎事項から積み上げ、項目ごとに着実にマスターする。
学習内容：この講座では、英語の基本を項目ごとに徹底理解することを目標にしています。ネイティ
ブ音声を使った音読練習やリスニング・リーディングも充実。解説と練習問題を繰り返して、中
学英文法の完全修得を図ります。英語

講座の狙い 英語学習の土台となる文法の力を養うために、be動詞・一般動
詞・人称代名詞などこれからの英語学習で必要不可欠な英語のルールを学
びます。練習問題では英文を作る練習を段階的に行っていきます。
講座の主な単元名 ①be動詞（15717）／②一般動詞・複数形（15725）／
③三単現・人称代名詞（15733）／④形容詞・副詞・命令文（15741）

担当講師　杉山 一志先生

講座名 中学対応講座 上級英語Ⅰ 中１前期
講座コード 15709     　

担当講師　武藤 一也先生

講座の狙い 中学１年生で学んだことを基に、助動詞や不定詞などを使って、
様々な表現を学んでいきます。単純な表現から一段レベルアップを図った英
語を学習していきます。
講座の主な単元名 ①be動詞の過去形・There is〜（15814）／②未来の文・助動
詞（15822）／③前置詞・名詞・代名詞（15830）／④不定詞・動名詞（15849）

講座名 中学対応講座 上級英語Ⅱ 中２前期
講座コード 15806     　

担当講師　大岩 秀樹先生

講座の狙い 中学２年生の内容に加え、現在完了、基本文型など、実用的な構
文も身に着けていくことで、さらに複雑な英語表現を修得していきます。英
語独特の表現などを理解していくことで英語力がぐんとアップします。
講座の主な単元名 ①現在完了（15911）／②基本文型（15920）／③いろいろ
な構文（15938）／④接続詞・分詞（15946）

講座名 中学対応講座 上級英語Ⅲ 中3前期
講座コード 15903     　

講座の狙い 進行形や過去形を学習することによって英文作成の幅が広がり
ます。細かい英語特有のルールも１つ１つ解説し、繰り返し練習を重ねるこ
とで着実に身に着けていきます。
講座の主な単元名 ①曜日・時刻・疑問詞（15750）／②現在進行形・can（15768）
／③過去形（15776）④１年生のまとめ（15784）

担当講師　杉山 一志先生

講座名 中学対応講座 上級英語Ⅰ 中１後期
講座コード 15792     　

講座の狙い 疑問詞、接続詞、比較、受動態といった長文読解でも必須の単元
を学習していきます。単文だけでなく、文と文の関わりなど、文章全体をと
らえる練習をしていきます。
講座の主な単元名 ①疑問文・接続詞（15857）／②比較（15865）／③受動態
（15873）④２年生のまとめ（15881）

担当講師　武藤 一也先生

講座名 中学対応講座 上級英語Ⅱ 中２後期
講座コード 15890     　

講座の狙い 中学文法の総復習を行い、さらに今後の英語学習に必修のリス
ニング、英作文、長文読解など実践的な演習をしていき、中学校英語の総仕
上げをします。
講座の主な単元名 ①関係代名詞（15954）／②特殊な文・いろいろな疑問文
（15962）／③発音・会話文・英作文（15970）／④長文読解（15989）

担当講師　大岩 秀樹先生

講座名 中学対応講座 上級英語Ⅲ 中3後期
講座コード 15997     　

講座の狙い 新しい数の概念を学び、演習を繰り返しながらルール・用語を確
実に理解します。途中計算は丁寧に示しつつも、省略できるポイントを伝え
ます。
講座の主な単元名  ①正負の数（25712）／②文字式（25720）／
③一次方程式（25739）／④比例と反比例（25747）

担当講師　山之内 聖拡先生

講座名 中学対応講座 上級数学Ⅰ 中１前期
講座コード 25704

担当講師　矢加部 淳先生

講座の狙い 中学１年生で学んだ計算規則を応用し、今後の様々な単元で使
われる計算の土台を固めます。正確な計算の仕方を丁寧に解説した後、演
習を繰り返し、着実に計算力を身につけます。
講座の主な単元名  ①式の計算（25810）／②連立方程式（25828）／
③一次関数（25836）／④確率（25844）

講座名 中学対応講座 上級数学Ⅱ 中2前期
講座コード 25801

担当講師　大吉 巧馬先生

講座の狙い 新しい計算規則・新しい数の概念を学び、方程式、関数まで応
用します。豊富な補足説明によって、１つ１つの数式の意味を深く理解して
いきます。
講座の主な単元名  ①式の展開と因数分解（25917）／②平方根（25925）／
③二次方程式（25933）／④二次関数（25941）

講座名 中学対応講座 上級数学Ⅲ 中3前期
講座コード 25909

講座の狙い 図形分野を中心に学習します。初学者がつまずきやすいポイント
を的確におさえて、用語をしっかり解説します。資料の活用・標本調査の単
元も学習します。
講座の主な単元名  ①平面図形（25755）／②空間図形（25763）／
③資料の活用・標本調査（中３範囲）（25771）／④１年生のまとめ（25780）

担当講師　山之内 聖拡先生

講座名 中学対応講座 上級数学Ⅰ 中１後期
講座コード 25798

講座の狙い 中学２年生の図形の単元を学びます。有名な図形の性質、合同条
件を学び、図形に対する理解を深めます。また、前期で学んだ連立方程式・
１次関数の実践的な演習も行います。
講座の主な単元名  ①平行と合同（25852）／②図形の性質（25860）／
③発展学習（連立方程式・一次関数）（25879）／④２年生のまとめ（25887）

担当講師　矢加部 淳先生

講座名 中学対応講座 上級数学Ⅱ 中2後期
講座コード 25895

講座の狙い 高校入試でも頻出である相似な図形・三平方の定理・円を学び
ます。また、中学3年間で学んだ全単元の総仕上げをします。
講座の主な単元名  ①相似（25950）／②三平方の定理（25968）／
③円（25976）／④3年間のまとめ（25984）

担当講師　大吉 巧馬先生

講座名 中学対応講座 上級数学Ⅲ 中3後期
講座コード 25992

国語 理科 社会

講座の対象：公立高校入試レベルの現代文の読解力をつけたい生徒。　
学 習 内 容 ： 読む力・解く力を集中受講によって身につけ、入試レベルの基礎力を身につけます。 
 解説中心の授業のため必ず予習をして授業に臨んでください。

講座の対象： 中学範囲の古典を身につけたい生徒。
学習内容： 古典文法と古文を読む力を基礎か
ら学習していきます。

講座の対象：中学範囲の文法を身につけたい生徒。
学習内容： 中学国文法を基礎から丁寧に学習し
ていき、入試頻出の文法事項をまとめあげていき
ます。

各90分授業×5回+講座修了判定テスト１回（単元ごとに受講）

各90分授業×5回+講座修了判定テスト1回
 （単元ごとに受講） 各90分授業×5回+講座修了判定テスト1回

講座の対象：中学範囲の内容をしっかり固めたい生徒。
学 習 内 容 ： 中学の学習内容を基礎から理解できるよう丁寧に解説して、
 確実にわかるようになります。

各90分授業×5回+講座修了判定テスト１回（単元ごとに受講）

講座の対象：中学範囲の内容をしっかり固めたい生徒。
学 習 内 容 ： 中学の学習内容を基礎から理解できるよう丁寧に解説して、
 確実にわかるようになります。

各90分授業×5回+講座修了判定テスト１回（単元ごとに受講）

国語

古典

理科

社会

国文法

担当講師　山岡 信幸先生 担当講師　加藤 和樹先生 担当講師　執行 康弘先生

担当講師　東進国語科
講座名 中学対応講座 上級古典

講座コード 31917 Ⅰ 中学古文（基礎）
講座コード 31925 Ⅱ 中学古文（応用）

担当講師　東進国語科
講座名 中学対応講座 上級国文法

講座コード 31933 中学国文法

講座名 中学対応講座 上級物理 
講座コード 41343 Ⅰ 光と音、力のはたらき
講座コード 41351 Ⅱ 電気
講座コード 41360 Ⅲ 運動の法則とエネルギー 

担当講師　宮内 舞子先生 担当講師　岸 良祐先生講座名 中学対応講座 上級化学 
講座コード 42340 Ⅰ 物質の変化・水溶液の性質
講座コード 42358 Ⅱ 化学変化・酸化と還元
講座コード 42366 Ⅲ 化学変化とイオン

担当講師　緒方 隼平先生講座名 中学対応講座 上級生物  
講座コード 43346 Ⅰ 生物のつくりと分類
講座コード 43354 Ⅱ 生物のからだのつくりとはたらき
講座コード 43362 Ⅲ 細胞・遺伝と生物どうしのつながり

担当講師　青木 秀紀先生講座名 中学対応講座 上級地学 
講座コード 44342 Ⅰ 大地の変化
講座コード 44350 Ⅱ 気象と天気
講座コード 44369 Ⅲ 地球と宇宙

講座名 中学対応講座 上級公民講座名 中学対応講座 上級地理

講座コード 54410 Ⅰ 世界のすがた
講座コード 54429 Ⅱ 世界の諸地域
講座コード 54437 Ⅲ 世界の中の日本
講座コード 54445 Ⅳ 日本の諸地域

講座名 中学対応講座 上級歴史

講座コード 54518 Ⅰ 原始・古代〜中世
講座コード 54526 Ⅱ 中世〜近世
講座コード 54534 Ⅲ 近代
講座コード 54542 Ⅳ 近現代

講座コード 54615 Ⅰ 現代社会分野
講座コード 54623 Ⅱ 経済分野
講座コード 54631 Ⅲ 政治分野
講座コード 54640 Ⅳ 国際分野

担当講師　石関 直子先生

講座名 中学対応講座 上級国語Ⅰ 中１

講座コード 31615  ①説明文・論説文
講座コード 31623 ②小説・物語
講座コード 31631 ③随筆・その他

担当講師　石関 直子先生

講座名 中学対応講座 上級国語Ⅱ 中2

講座コード 31712  ①説明文・論説文
講座コード 31720 ②小説・物語
講座コード 31739 ③随筆・その他

担当講師　東進国語科
講座名 中学対応講座 上級国語Ⅲ 中3

講座コード 31810  ①説明文・論説文
講座コード 31828 ②小説・物語
講座コード 31836 ③随筆・その他



ご父母用 学力ＰＯＳ

　東進では、志望校合格のためにご父母との連携が重要であると考えています。
そのため、現在の学習状況について、インターネット上のシステムを通して生徒・
ご父母・担任で共有できる学力ＰＯＳシステムを整えています。また父母会、面
談、電話などでの定期的な報告により、個人成績、学習状況、受験情報などを
お伝えします。必要に応じて、ご家庭における学習や生活の様子を伺うことで、
より総合的な担任指導を実践します。ご家庭でのサポートと担任指導の両面か
ら、生徒を志望校合格へ導きます。

ご父母との連携

　お子様のやる気を引き出し、学力を飛躍的に向上させるためのシステムが東
進学力ＰＯＳです。ご父母用学力ＰＯＳでは、登校状況・受講進捗状況・東進
模試の結果などをご覧いただけます。日々の状況を随時確認できるため、お子
様の努力を見逃すことはありません。最高のタイミングで褒めることが可能で
す。お子様のやる気がさらに高まるよう、ご父母との連携を図っていきます。

最高のタイミングで褒めるため
お子様のやる気がぐんぐんアップ

　ご父母用学力ＰＯＳでは、登下校配信メールの設定が可能です。登下校配信
メールとは、お子様が登下校時に校舎入口付近の専用ＰＣで登下校チェックを
行うと、予めご登録いただいたメールアドレスに自動的にお知らせするシステ
ムです。学校帰りに直接東進に登校した際や、勉強で帰りが遅くなった際など
に登下校の時間をご確認いただけます。

登下校配信メールでお子様の安全を確認

※詳しい使用方法・設定方法は、入学時にご説明します。

※東進生のご父母の方は無料でご利用できます。
※パソコン・スマートフォンからご利用できます。
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高校受験をする生徒対象

まとめ講座 講座の対象：高校受験に向けて一通り中学で学習した内容を総復習をしたい生徒。　
学 習 内 容 ：中学３年間で学習した内容を分野ごとに重要事項をまとめて復習していきま
す。今までの学習に抜け漏れがないか、どこが自分は弱いのかを見極めて、弱点補強対
策を行い、高校入試の準備をしていきます。 各90分授業×6回（単元ごとに受講）

入試演習
講座

講座の対象：高校受験の実践力を養成したい生徒。
学 習 内 容 ：テストゼミ形式で実践力を養成していきます。実際の入試問題と同じよ
うに総合問題で全範囲を対象に答案の書き方や時間配分などを身に付けていきます。

各90分授業×4回
（90分のうちテスト演習45分、解説授業45分）

担当講師　大岩 秀樹先生

講座の狙い リスニング力、読解力、
対話文対応力、英作文力を毎回バラ
ンスよく養成していきます。

講座名 入試演習講座　英語
講座コード 19313

担当講師　矢加部 淳先生

講座の狙い 計算、方程式、関数、平面図
形、立体図形などの各分野について入
試問題レベルで仕上げをしていきます。

講座名 入試演習講座　数学
講座コード 29319

担当講師　東進国語科
講座の狙い 入試問題レベルの論理的な文章
の読解、文学的文章の読解、古文、作文問題
に慣れることで合格力を養成していきます。

講座名 入試演習講座　国語
講座コード 39314

講座名 高校入試対策まとめ講座　社会

講座コード 54364 地理
講座コード 54372 歴史
講座コード 54380 公民

担当講師　神田 岳彦先生

講座の狙い 暗記事項が多い社
会科、どのように対処したら
よいのかのコツとポイントを
伝授します。

担当講師　石田 朋彦先生

講座の狙い 基本公式の確認から
始め、よくある問題パターンに対
するアプローチの仕方を身につ
けていきます。

講座名 高校入試対策まとめ講座　数学

講座コード 26417  方程式・確率
講座コード 26425  関数
講座コード 26433  平面図形
講座コード 26441  立体図形

入学方法
●入学の流れ

●学費 (税込)

■入学金 22,000円

■受講料 

1講座     　　　　　　　　　　　
90分授業×20回＋講座修了判定テスト4回 79,200円
90分授業×  5回＋講座修了判定テスト１回 23,760円

学力診断テスト 受講講座の決定 お申し込み ガイダンス 受講開始
テキストが届いたら、
いよいよ受講開始。
目標に向かって頑張り
ましょう！

登校から下校、
家庭での宿題まで
学習の一連の
流れを理解します。

願書記入・
学費納入。

学力診断テストの結果と、
志望校や受講目的を併せ
て、担任の先生と一緒に学
習プランを組み立てます。

現状の学力を
診断します。

　東進の講座は、トータルな学力をしっかりと身につけることを目的としているため、
1年間および半年間で修得する内容となっております。そのため、受講料は月謝制で
はなく一括で納入していただいております。それらの講座を目標や意欲に応じ、どんど
ん先取り学習することができるのが特長です。塾側が決めたスケジュールやカリキュ
ラムで授業を受けるのではなく、一人ひとりの進度に合わせて高速学習することがで
きます。例えば、1年分の内容を3カ月で修了することも可能です。

■テキスト代 
90分授業×20回分　 2,200円
90分授業×5回分 550円 ○学費詳細は、別途お渡しいたします「学費規定」をご参照ください。

　表示価格は全て消費税込（税率10％）で記載しております。

■中学学力判定テスト 受験料

●東進生 3,850円 11,000円
●模試会員生 4,400円 13,200円
●一般生 4,950円

年間一括申込

英検®

合格講座
英検Ⓡ合格のノウハウを熟知した実力講師陣が、級別に対策方法を伝授します。読解法やリスニングのポイント、英作文の型や二次試
験の突破法など、技能ごとの攻略方法を短期間で修得できます。

●英作文対策の一例

得点効率のよい
Writing の型を伝授！

●二次試験対策の一例

面接試験はシンプルな
英語表現で攻略！

発音練習もしっかり
していきいます。

英検®にチャレンジする生徒対象

※英検® は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受
けたものではありません。

武藤 一也先生

ニック・ノートン先生

学習項目 
講義10回、
Writing 添削指導10 回、
面接対策オンラインレッスン6 回

講座の狙い この講座は英検®2 級の対策講義と実戦演習をセットにし
たものです。講義編で各技能別に解説した攻略法をもとに、Writing 
の添削指導やネイティブによるオンラインレッスンで二次試験の面接
までしっかりトレーニングしていきます。講義では、合格に到達するた
めに必要な解答の型を確実に身に着けることを目標に、英語学習のコ
ツについても触れていきます。英検® 2 級の合格を目指す皆さんを徹
底的にサポートする講座です。

講座名 英検Ⓡ２級合格講座　

担当講師

安河内 哲也先生

ニック・ノートン先生

学習項目 
講義10回、
Writing 添削指導10 回、
面接対策オンラインレッスン6 回

講座の狙い この講座は英検®準2 級の対策講義と実戦演習をセット
にしたものです。講義編で各技能別に解説した攻略法をもとに、
Writing の添削指導やネイティブによるオンラインレッスンで二次試
験の面接までしっかりトレーニングしていきます。講義では、英語の
独特の言い回しに慣れていくための「究極の選択（二択問題）」や耳
を鍛えるための「ディクテーション」を毎回扱っていきますので、総合
的な英語力アップが可能です。英検®準2 級の合格を目指す皆さんを
徹底的にサポートする講座です。

講座名 英検Ⓡ準2級合格講座　

担当講師

※「英検®合格講座」「まとめ講座」「入試演習講座」の学費・開講時期は校舎スタッフにお尋ねください。

講座コード 82794    　

講座コード 82793    　


