
標準 8492新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）極限 志田 晶 先生 5

基礎 9380新高2 新高1 高等学校対応 物理基礎（特別編） 東進物理科 3

東大への総合英語

東大受験に向けて何をしたらいいか？ 
それを詳しく説明します

宮崎 尊 先生

8316

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

難関大合格への現代文

「設問そのものの意味」を理解することから始め、
入試問題全ての形式を網羅する

林 修 先生

9474
最難関レベル

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

2933新高3 新高2 新高1 東大英語（入門編） 太 庸吉 先生最難関 3
9490新高3 新高2 新高1 東大・京大・難関大医学部を目指す高校生のための ？ちっどは君 ］編用応［、］編本基［ んぐんぐ学数 長岡 恭史先生最難関 5
2184新高3 新高2 新高1 最難関への数学 河合 正人 先生最難関 5

難関最難関 9362新高3 新高2 新高1 ハイレベル物理（入門編） 苑田 尚之 先生 5

センター試験同日体験受験で
得点率8割以上の教科・科目

難関大への英語長文読解

難関大合格のカギ、
長文読解を攻略！

慎 一之 先生

8334

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

受験数学Ⅰ・Ａ/Ⅱ・Ｂ（難関） 特別編

難関大合格に向けた学習を
本格的にスタートさせる講座です

志田 晶 先生

7402

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

センター試験同日体験受験で
得点率6割以上8割未満の教科・科目

0227新高3 新高2 新高1 「難関大総合英語」攻略のスキル 慎 一之 先生難関 5
9482新高3 新高2 新高1 飛翔のための思考訓練（難関大学必勝英語） 西 きょうじ先生難関 5
2197新高3 新高2 新高1 難関大への英文法・構文 慎 一之先生上位 5

2205新高3 新高2 新高1 難関大への数学 志田 晶  先生難関 5
9538新高3 新高2 センター試験対策 数学Ⅱ・Ｂ（特別編） 河合 正人  先生上位 5

２月上旬
開講予定9542新高3 新高2 新高1 ハイパー現代文（国公立大）特別編 板野 博行 先生難関 5

5853新高3 新高2 新高1 難関大合格のための古文読解入門 栗原 隆 先生難関 5
9300新高3 新高2 新高1 ビジュアル古文読解マニュアル 特別編 富井 健二 先生上位 5
9731新高3 新高2 新高1 難関大攻略のための現代文読解 東進国語科上位 5

3258新高2 新高1 高２生のための英語実力アップ教室 今井 宏 先生上位 5

スーパー総合英語（入門編）

難関大合格へのスーパーシナリオを
伝授します！

渡辺 勝彦 先生

5904

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

センター試験対策古典

センター古文、漢文どちらもレベルアップさせたい
キミにうってつけの講座！

栗原 隆 先生 / 三羽 邦美  先生

8045

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

センター試験同日体験受験で
得点率4割以上6割未満の教科・科目

3245新高3 新高2 入試対策：センター試験対策英語（入門編） 大岩 秀樹 先生標準 5
8112新高3 新高2 新高1 飛翔のための基礎訓練 英文法・読解の学習法 西 きょうじ 先生標準 5

8949新高3 新高2 新高1 受験数学Ⅰ・Ａ/Ⅱ・Ｂ（基礎） 特別編 大吉 巧馬先生上位 5
8053新高3 新高2 センター試験対策 数学Ⅰ・Ａ/Ⅱ・Ｂ（特別編） 志田 晶 先生上位 5
9298新高3 新高2 新高1 ハイパー現代文 特別編 板野 博行 先生上位 5

標準 3288新高3 新高2 センター現代文に強くなる 板野 博行 先生 5
9371新高3 新高2 新高1 スタンダード物理（入門編） 宮内 舞子 先生 5

9434新高3 新高2 新高1 スタンダード生物（入門編） 飯田 高明  先生 5
9452新高3 新高2 新高1 スタンダード日本史Ｂ（特別編） 金谷 俊一郎 先生 5

9404新高3 新高2 新高1 スタンダード化学（入門編） 東進化学科 5

標準 9513新高1 英語４技能対策入門 武藤 一也  先生 3

Ｃ組・英語基礎力完成教室 特別編

これぞ「今井流」！ 
基礎力アップで志望校突破をはかれ！

今井 宏 先生

5847

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

センター試験対策 数学Ⅰ・Ａ（入門編）

基礎からスタート！ 
大いなる飛翔をねらう！

沖田 一希 先生

3117

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

センター試験同日体験受験で
得点率4割未満の教科・科目

3232新高3 新高2 新高1 基礎から偏差値アップ総合英語（入門編） 安河内 哲也 先生 5

8953新高3 新高2 センター試験対策 数学Ⅰ・Ａ（特別編） 志田 晶 先生 5
３月上旬
開講予定9554新高3 新高2 新高1 古典文法&重要単語ポイントチェック 富井 健二 先生 5

2980新高3 新高2 新高1 基礎からの的中パワーアップ古文（ゼロから始める読解編） 先生 5

9572新高3 新高2 センター試験対策 物理基礎/化学基礎（入門編） 宮内 舞子 先生 / 岸 良祐  先生 3
9585新高3 新高2 センター試験対策 物理基礎/生物基礎（入門編） 宮内 舞子 先生 / 緒方 隼平  先生 3
9593新高3 新高2 センター試験対策 物理基礎/地学基礎（入門編） 宮内 舞子 先生 / 青木 秀紀  先生 3
9603新高3 新高2 センター試験対策 化学基礎/生物基礎（入門編） 岸 良祐 先生 / 緒方 隼平 先生 3
9613新高3 新高2 センター試験対策 化学基礎/地学基礎（入門編） 岸 良祐 先生 / 青木 秀紀  先生 3
9621新高3 新高2 センター試験対策 生物基礎/地学基礎（入門編） 緒方 隼平 先生 / 青木 秀紀  先生 3

8320新高2 新高1 スタンダード総合英語 新高２編 渡辺 勝彦先生 5

３月上旬
開講予定9561新高2 新高1 基礎から学ぶ漢文（特別編） 寺師 貴憲 先生 3

基礎からの英文法・構文

英語学習の核となる英文法・構文の
基礎を総復習！

安河内 哲也 先生

2269

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

基礎からの的中パワーアップ古文（ゼロから始める文法編）
ゼロから４カ月で偏差値を25→86にあげた
俺も文法からスタートした

先生

2974

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

基礎から学び直したい教科・科目

センター試験設問別特講 ２次関数

センター試験の設問別に
得点力アップを目指そう！

大吉 巧馬 先生

8026

90分×3回 ＋講座修了判定テスト

センター試験設問別特講 場合の数、確率

センター試験の設問別に
得点力アップを目指そう！

沖田 一希 先生

8036

90分×3回 ＋講座修了判定テスト

数学Ⅰ・A を単元別に攻略！

8154新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）2次関数 沖田 一希 先生 5
8169新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）図形と計量 大吉 巧馬 先生 5
8445新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）データの分析 志田 晶 先生 3
8203新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）場合の数、確率 松田 聡平 先生 5

数学Ⅲを単元別に攻略！
標準 8210新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）微分法［Ⅲ］ 河合 正人 先生 5

8431新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）積分法［Ⅲ］ 河合 正人 先生 5

国語を単元別に攻略！
8288新高3 新高2 新高1 評論の語彙・頻出テーマ（入門編） 板野 博行 先生 3
8414新高2 新高1 小説読解入門 東進国語科 5

高等学校対応 数学（特別編） 微分［Ⅱ］

高校の教科書の内容から、
最重要項目を徹底理解

大吉 巧馬 先生

8473

90分×4回 ＋講座修了判定テスト

高等学校対応 数学（特別編） ベクトル

高校の教科書の内容から、
最重要項目を徹底理解

松田 聡平先生

8173

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

数学Ⅱ・B を単元別に攻略！

8004新高3 新高2 センター試験設問別特講　微分、積分 松田 聡平 先生 3
9524新高3 新高2 センター試験設問別特講　数列 寺田 英智 先生 3
8013新高3 新高2 センター試験設問別特講　ベクトル 大吉 巧馬 先生 3
8458新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）方程式・式と証明 沖田 一希 先生 5

話すための発音・アクセント

公式を押さえて正しい発音をマスターし、
発音・アクセント問題を得点源にしよう！

森田 鉄也 先生

9503

90分×3回 ＋講座修了判定テスト

英文法完全マスター 情熱の5日間（時制・仮定法）

時制・仮定法を徹底的にマスターして、
実力アップしよう！

大岩 秀樹 先生

8565

90分×5回 ＋講座修了判定テスト

英語を単元別に攻略！

8518新高3 新高2 新高1 英文法完全マスター 情熱の5日間（関係詞） 安河内 哲也先生 5
8543新高3 新高2 新高1 英文法完全マスター 情熱の5日間（不定詞） 渡辺 勝彦 先生 5
9464新高3 新高2 新高1 英文法完全マスター 情熱の5日間（動名詞・分詞・分詞構文） 武藤 一也 先生 5
9277新高3 新高2 新高1 「英作文」攻略のスキル 宮崎 尊 先生 5
0691新高2 新高1 東大・京大・難関大医学部を目指す新高校2年生のための「英作文入門」 宮崎 尊 先生 5

8187新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）図形と方程式 大吉 巧馬 先生 5
8463新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）三角関数 志田 晶 先生 4
8483新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）積分［Ⅱ］ 大吉 巧馬 先生 3
8145新高3 新高2 新高1 高等学校対応 数学（特別編）数列 沖田 一希 先生 5

1156新高3 新高2 新高1 文章読解入門 東進国語科 5

4325新高3 新高2 新センター試験対策地理Ｂ 特別編 ～統計図表の読み取りのコツ～ 東進地理科 5

難関最難関 9392新高3 新高2 新高1 ハイレベル化学（入門編） 東進化学科 5
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ダウンロード可

基礎
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難関
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各科目の得点状況から選べる！その1
君にピッタリ！

気になる単元ジャンル別に選べる！その2
君にピッタリ！

新高3 新高2 新高1 新高3 新高2 新高1最難関レベル

新高3 新高2 新高1難関レベル 新高3 新高2 新高1難関レベル

新高3 新高2 新高1上位レベル 新高3 新高2

新高3 新高2上位レベル
新高3 新高2上位レベル

新高3 新高2上位レベル
新高3 新高2 新高1標準レベル

新高3 新高2 新高1基礎レベル 新高3 新高2 新高1基礎レベル

新高3 新高2 新高1標準レベル 新高3 新高2 新高1標準レベル

新高3 新高2 新高1標準レベル 新高3 新高2 新高1基礎レベル

位上 準標

位上 準標

位上 準標

位上 準標

標準レベル

基礎 9416新高2 新高1 高等学校対応 化学基礎（特別編） 大西 哲男 先生 3
基礎 9444新高2 新高1 高等学校対応 生物基礎（特別編） 飯田 高明 先生 3
基礎 9633新高3 新高2 新高1 サッカーから始まる世界史 大学入試へキックオフ！ 加藤 和樹 先生 5

「何とかしなきゃ
！」

そう思った今がチ
ャンス！新年度特別招待講習で新学年になる前に学力アップ！

センター試験カバー率99.6％

「高速マスター基礎力養成講座」も体験できる!

英単語センター1800
中学数学から高校数学までの
基礎計算力を養成するトレーニング

数学計算演習
自分のレベルに合わせて問題数・制限時間を指

定して計算演習ができます。毎日習慣的に計算演
習をすることで、問題を解くために必要な基礎計
算力を身につけましょう。上級レベルもあります。

高校生の基本単語と言うべき1800語を一
気にマスターできる講座です。導入学習・トレ
ーニングのあとにテストにチャレンジ！ 間違
った単語は自動的にMy単語としてリスト化さ
れ、「自分だけの単語帳」になります。

スマホやパソコンを使って、効率的に基礎力を高める講座です。
新年度特別招待講習

高1・1学期先取り特訓講習
受講生限定体験！

スマホアプリも
利用できます！

「はじめからの基礎単語1200」 も受講できます。 ▶論理力を鍛える！「今日のコラム」もあります。

学校行事にも
力を入れられた！
東京大学 文科一類

坂本 鈴音さん ●東京都立 国立高校卒
実力講師陣の授業は面白く、ひきこまれました 。高３の６月
までは部活、夏は文化祭に力を入れていたので、朝学校に行く
前や夜遅くにも自宅受講を活用できたことは大きかったです。
東進にはグループ制があったので、周りの人がどれくらい勉
強しているのか、予備校に通っているのかを知る機会になりま
した。 ※自宅受講は通期生のみ

高2・1月スタート

高校入門レベルを
確実に押さえる
京都大学 工学部

鈴木 龍之介くん ●滋賀県 私立 立命館守山高校卒
東進に入学したのは、集中して勉強できる環境がほしかっ

たから。おススメの講座は、長岡先生の数学です。単なる知識
ではなく、各問題における数学的意味など、本質的な部分を
知れて面白いです。英語は、高校入門レベルの講座から受講。
英語ができない人は、このレベルを確実に押さえることがス
タートだと思います。

高1・3月スタート

受験の範囲を
いち早く終える
慶應義塾大学 理工学部

川尻 義秀くん ●埼玉県 私立 立教新座高校卒
受験の範囲をいち早く終わらせるというつもりで学習に取

り組みました。高３の秋から過去問演習にスムーズに移るた
めには、受講や問題集などは早めに終わらせておくことが重
要だからです。東進の担任助手の先生方のおかげで、受験の計
画がとても立てやすかったです。また自分の頑張りの励みに
もなりました。

高1・3月スタート

固まっていない基礎を
早く終わらせる
同志社大学 法学部

上田 純也くん ●大阪府立 夕陽丘高校卒
定期テストの勉強はしていましたが、模試では学年で下の

方の順位でした。そのため、東進に通うようになってからは、
ほとんど毎日登校。他の塾と違い自分の好きな時に好きなだ
け授業を受けられるので、固まっていなかった基礎を早く終
わらせるのに適していました。授業がわかりやすいと評判だっ
たのも選んだ理由です。

高2・2月スタート

これから高校レベルの学習を始める新高 1生は、「高1・1学期先取り特訓講習」を受講できます。

申込方法 以下の3つの方法でお申し込みができます。

www.toshin.com

校舎で直接●1 スマホから●2 PC
パソコン

から●3
モバイルサイトに
情報満載！ 
今すぐ申し込めます。

受講を希望する校舎の窓口に
直接お越しください。

※タブレットも可

東進ドットコムで
お申し込みや詳しい情報の
チェックができます。

上のQRコードを
読み取って東進ドットコムにアクセス！

実施要項
■受講資格／志望校合格を目指して学習に取り組む、

意欲ある新高3生・新高2生・新高1生 （東進生でない方）
■申込締切／2018年3月27日 ○火
申込日によって無料で体験できる講座数が異なります。
1講座は、90分授業×5回＋講座修了判定テスト ほか。

  ①3月13日●火までの申込・・・・・・・・・・・・・・・・・2講座
  ②3月27日●火までの申込・・・・・・・・・・・・・・・・・1講座
■受講期間／2018年4月10日 ○火 まで
東進は映像を活用した授業なので、一人ひとりのレベルや予定に合わせて、
   個別に時間割を作成します。

■受講料／
通常1講座18,900円（税込）相当のところ、無料で受講できます。

   2講座を受講した場合、37,800円分相当が無料となります。
   講習入会金・テキスト料等もすべて無料です。

今すぐ申込できます

無料招待

2018 新年度特別招待講習 

現役合
格2017

年

現役合
格2017

年

現役合
格2017

年

現役合
格2017

年

現役合格者の声


