難関大現役合格者に続け!!

夏期特別招待講習
無料招待 申込受付中

受験勉強スタート強力後押し！
対象

4
3
2

※高０生とは高校レベルの
学力を持った中学生

高3生・高2生・高0生

早稲田大学 久下実莉 さん

7 14（木）まで
7 21（木）まで
7 31（日）まで

講座無料招待
講座無料招待
講座無料招待

高３向けの
「夏期特別招待講習」
は7/31締切で1講座に招待します。詳しくはウェブサイトでご確認ください。
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お申込日によって無料で受講できる講座数が異なります。詳しくはウェブサイトでご
確認ください。教育効果向上のため、内容は変更となる可能性があります。
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現役合格者

853Η

東 大 現 役 合 格 者の

慶應義塾大学 松田涼 くん
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38.0% が 東 進 生！

今年の東大全体の現役合格者は2,241人。東進の現役合格者は853名。東進生の占有率は
38.0%。現役合格者の2.7人に1人が東進生です。
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東進の合格実績基準は他の予備校とは異なります。
❶現役生のみ ❷講習生含まず ❸高3時在籍生のみ ❹3月31日締切
※東大をはじめ、旧七帝大、各都道府県を代表する国立大学、医学部、早慶上など難関私大における東進
の現役合格実績はホームページ・パンフレット等で公表している予備校の中で最大。
（2021年JDnet調べ）

OB・OGが教えます︒東進に来れば︑だから伸びる

頑張れる環境がココにある!

夏に向けて絶好の環境でスタート

4

苦 手 を克 服 ︑得 意 を増 や す

4

!!

!!

一橋大学 山村明日香 さん
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夏期特別招待講習 最大

締 切 迫る!!

4 講座
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2022年最新の合格実績、合格体験記も公開中!!
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苦 手 を 克 服 、得 意 を 伸 ば す ！

夏期特別招待講習講座

英語

「大学入学共通テスト」
リスニング・リーディ

しい英文の読み方を伝
授します

ングの攻略法をこれ一
つで！

難関大への英文法・構文

大学入学共通テスト対策 英語L＆R (特別編)

英語
現状の英語力は無関
係！ 難関大現役合格を
本気で目指す、超具体
的な勉強法!!

受験数学Ⅰ・A/Ⅱ・B (難関)特別編

志田 晶 先生

物理
詳しい講義と丁寧で色
鮮やかな板書でキミを
惹きつける！ 誰でも物
理が好きになる授業
スタンダード物理（入門編）

宮内 舞子 先生

け。時間割は一人ひとりカスタマ
イズできるから、部活や学校行事

数学Ⅰ・A、Ⅱ・Bを基
礎から見直し、受験対
策をスタートしよう！

現代文

タートさせる講座です

実力講師陣が、わかりやすくて
おもしろく、質の高い授業をお届

との両立、高速学習が可能です。

数学
た学習を本格的にス

授業

数学

受験数学Ⅰ・A/Ⅱ・B (基礎)特別編

難関大現役合格に向け

予備校界最強実力講師陣

安河内 哲也 先生／武藤 一也 先生

スーパー総合英語 (特別編)

渡辺 勝彦 先生

体 験 してみよう!

英語

曖昧だった文法・構文
の知識を確実にし、正

宮崎 尊 先生

史上最高の合格実績続出の理由を

þᅏś!

英単語1800を最短6日で修得！

高速マスター
基礎力養成講座

大吉 巧馬 先生

英単語などの基礎学力を効率的
にアップできる「高速マスター基礎

「設問そのものの意味」

力養成講座」
。ＰＣはもちろん、ス

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

マホにも対応しているので、スキ
マ時間で学力アップができます。

難関大合格への現代文

林 修 先生

入試情報とコーチング

入試情報と
コーチング

化学
化学計算の基礎を通じ

東進の担任、担任助手が君の学

て「考える力」を身につ
けよう

習をリード。部活との両立や進路
の悩みにも応えます。そのほかに
も、必ず知っておきたい入試情報

スタンダード化学（入門編）

を丁寧に解説します。

橋爪 健作 先生

※すべての講座は東進のウェブサイトでご確認ください。教育効果向上のため講座内容が変更になる可能性があります。
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早慶上理、難関国公立・私立大入試で求められる論理力・思考力を養成
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有名国公立・私立大入試で求められる思考力・判断力を養成
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受験生

7 17য
受験生

7 17য

今の学力を単元ごとに徹底診断し、次への課題を発見

受験生・高２生・高1生
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7 31য

共通テスト本番と同じレベル・ボリューム・時間
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受験生・高２生
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8 21য
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資料請求などは、
॔ݡඞච 特別招待講習、
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右のいずれかの方法でお申し込みください。 1. ࡈܞƝଫ 2.ǢȇȄƁƿ
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東進

検索

www.toshin.com
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本部

〒 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-29-2

