
高1・高2のうちに覚えれば、高校での英単語はもう安心!!

夏に成果を出す！

99.5
英単語の
入試に出る

％を
一気に覚える!! 高２生・高１生

無料招待

8月1８日［木］～23日［火］
21日［日］は東進模試実施日のため休み

受講日程

対　　象 この夏受験勉強をスタートする
高２生・高１生

受講講座 ❶高速マスター基礎力養成講座
「共通テスト対応英単語１８００」
❷英語１講座（5講座から選択）
90分×5回＋講座修了判定テスト

申込締切 8月17日［水］

英単語集中特訓 ５日間体験

さらに学力ＵＰ！
英語１講座を受講

英語Ｃ組・基礎力完成教室 特別編
多くの先輩を第１志望に導いた「伝説のC組」をリニューアル

「どうしても中級者から抜け出せない」「スピードが足りない」と悩ん
でいる受験生に最適の講座。基礎と基本をもう一度鍛え直し、あ
くまで正統派の授業を通じて中級者からの脱皮をはかる。長年に
わたって数えきれない受験生を第１志望に導いた伝説の講座をリ
ニューアル。リーディング、リスニング、ライティング、そしてスピー
キングも同時に向上させる贅沢な講座に生まれ変わった。

90分×5回
＋

講座修了判定テスト

標準レベル
易 1 2 3 4 5 6 難

今井 宏 先生

テキスト音声
ダウンロード可

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

英文法・構文の基礎の理解なくしては、英語の学習はいつまでたっ
ても進展しません。この授業では、英文法・構文の核となる「動詞
の基本」「動名詞と不定詞」「分詞と分詞構文」「関係詞」「仮定法」に
ついて総復習すると同時に、どのように学べば英語力を効率的に
伸ばすことができるか、英語の学習法についても教授します。「英
語ができる人」への第一歩を踏み出しましょう。

90分×5回
＋

講座修了判定テスト

基礎レベル
易 1 2 3 4 5 6 難

基礎から偏差値アップ総合英語（入門編）
長文の学習法を中心に、英語の難所も楽しく解き明かす90分！

大学入試で避けて通れないのが長文。この講座では、英語に苦手
意識を持つ君も、総合的に長文が読めるようになることを目標とし
ています。次がまた読みたくなるような、英語が大好きになること
間違いなしの楽しい英文を毎回２つ用意して、成績アップに欠かせ
ない音読の仕方についても詳しく教えます。君を英語大好き人間
に変える授業を、さっそく受けてみよう！ 

90分×5回
＋

講座修了判定テスト

安河内 哲也先生

標準レベル
易 1 2 3 4 5 6 難

テキスト音声
ダウンロード可

「英語を正しく聴き取る」リスニングスキルを身に付けよう！

武藤 一也 先生

英語の学習が好きであってもリスニングを苦手としている人はたく
さんいます。しかし、英語を使ってコミュニケーションをする上で
「英語を正しく聴き取る力」は欠かせない能力です。リスニング力
を伸ばすにはおさえるべきポイントがあります。この講座では「イ
ラスト描写の聴き取り」、「対話文の聴き取り」、「モノローグの聴き
取り」を通してそのコツを伝授します。大学受験だけでなく、一生
役に立つリスニング力を目指して、楽しみなが
ら受講してください。

90分×5回
＋

講座修了判定テスト

標準レベル
易 1 2 3 4 5 6 難

テキスト音声
ダウンロード可

共通テスト対策講座

大学入学共通テスト リスニング対策～リスニングスキルを磨く

英文法完全マスター 情熱の5日間（不定詞）
不定詞を徹底的にマスターして、実力アップしよう！

渡辺 勝彦 先生

学習項目　○名詞用法　○形容詞用法　○副詞用法　
○形式主語のit　○不定詞の意味上の主語　○３用法の識別　
○疑問詞＋不定詞　○V＋不定詞　○V＋O＋不定詞　
○原形不定詞　など
学習内容　「不定詞」に自信のない君に！ 渡辺先生の楽しく明快な
解説と繰り返し演習で、長文読解の素地となる基礎力を固めよう！ 

90分×5回
＋

講座修了判定テスト

基礎レベル
易 1 2 3 4 5 6 難

厳選した５講座の中から１講座選べる！

校舎特別イベント（例）
合格設計図作成会
君が、第一志望校に合格
するための道筋「合格設計
図」を一緒に作ります。こ
の夏、受験勉強スタート
ダッシュを決めましょう！

合格報告会
東進で勉強して難関大に合格した
先輩たちが、
自らの体験
談を熱く語っ
てくれるイベ
ントです。

トップリーダーと学ぶワークショップ
各界一流講師の先生による講演映像の受講とワークショップがセットに
なった特別授業です。世
界の第一線で活躍されて
いる先生の知見から学
び、視野を広げることが
できる貴重な機会です。

東進 検索

以下の３つの方法でお申し込みが可能です。

www.toshin.com

❶ ❷ ❸
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。

申込方法
スマホから パソコンから 校舎で直接

▶招待状をお持ちください。

スマホサイトに情報満載！
今すぐ申し込めます。

右のQRコードを読み取って
東進ドットコムにアクセス！

受講を希望する校舎の窓
口に直接お越しください。

新型コロナウイルス
感染予防対策
東進の校舎では、安心して学習できる環境を整備し
ています。詳しくは東進ドットコムに掲載しています。

●検温の実施
●マスクの着用
●手指の消毒
●PC・机の消毒
●常時換気 詳しくは

コチラ▶

夏の成果は模試で確認！

東進模試
特長1 最短中５日の「スピード返却」
特長2 本番を想定した「厳正実施」
特長3 「合格指導解説授業」で完全理解

※日程等は今後の状況により変更する場合があります。

【全学年対象】
共通テスト本番と同じレベル・ボリューム・試験時間

8/21［日］共通テスト本番レベル模試

【受験生対象】
入試で求められる論理力・思考力を養成

9/18［日］早慶上理・難関国公立大模試
全国有名国公私大模試

【高２生・高１生対象】
高２・高１から入試本番での記述力に必要な
基礎知識をつける！
9/25［日］高校レベル記述模試
【全学年対象】
今やるべきことが、はっきり分かる。
学力を伸ばす模試
11/6［日］全国統一高校生テスト

史上
最高
史上
最高

■ 国公立大・・・・・・・・・・・・・・・・16,502名

■ 早慶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,678名

■ 上理明青立法中・・21,321名

■ 関関同立・・・・・・・・・・・・・・・・12,633名

■ 私立医・医・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・626名

（昨対 +68名）

（昨対 +485名）

（昨対 +2,637名）

（昨対 +832名）

（昨対 +22名）

史上
最高
史上
最高
史上
最高

旧七帝大 東工大
+一橋大
神戸大

（昨対+246名）4,612名 史上最高

国公立医・医
史上最高（昨対  +45名）1,032名

※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。（2022年JDnet調べ）
東進ネットワーク（東進ハイスクール、東進衛星予備校、早稲田塾）の合同実績。一人で複数合格した場合は、それぞれの合格者数に計上。

東大853名
（昨対 +37名）日本一 の現役合格実績※

●文一138名　●文二111名　●文三 105名
●理一 310名　●理二  120名　●理三 36名　●推薦 33名

現役合格者の38.0%が東進生!

2022年日本一の難関大現役合格実績 現役生のみ！
講習生含まず

タブレットからも申込できます。

ハッキリ言って合格実績が自慢です！！ 大学受験なら、

東進 検索

※



　東進では、大学受験に向けた勉強を始めたいけれど、
「何から始めたらよいかわからない」「始めるきっかけが
ない」という高２生・高１生を対象に、英単語集中特訓を
実施します。
　大学入試において大きなウエイトを占めるのが英語で
す。英語の早期完成が志望校合格を左右するといって
も過言ではありません。また、受験勉強を通じて身に
つけた英語力は、将来社会で活躍するうえでも大いに
役立ちます。
　英語学習の第一歩は何といっても単語です。東進の
「共通テスト対応英単語1800」なら、共通テストレベル
の英単語を5日間で一気に覚えることも十分可能です。
　この夏、東進で共に頑張る仲間と一緒に大学受験へ
のスタートダッシュを切りましょう。

ここで全部覚えてしまえば、今後の高校生活、英単語で苦労しない！
高速マスター基礎力養成講座「共通テスト対応英単語1800」
共通テストカバー率 99.5％の英単語1800語を
たった5日で 覚えられる４つの理由 チーム戦で全国の仲間と競い合う！！この夏、「何もしないで

終わってしまうか」それとも
「入試に出る英単語の99.5％を
一気に覚える」か？

重要度の高い単語から始め、
100語ずつ進める！

1
理由 覚えた単語数が

メーター表示で一目でわかる！2
理由

4

覚えていない単語を
リストアップして集中攻略！3

理由

各ラウンドごとに修得した単語数と取り
組んだトレーニング数を瞬時に集計。
校舎内、全国ランキングを発表し、モ
チベーションを高めます。
＜トレーニング数＞
英単語の意味を選択した回数。繰り返
し取り組むほど増えていきます。

❶修得数・トレーニング数の
ランキングで競争

1800語修得した生徒の数を集計。5日間終了時
点での修得者数・修得率で競い合います。友だ
ちを誘って大人数で取り組もう。

❷1800語修得者数・率で
全国の校舎をランキング

❸1800語を修得した生徒には、
その努力をたたえ、表彰状を授与します。

ひとりではできないことも
仲間とみんなでやれば、
楽しく競い合いながら
達成できる！

ホームルーム形式で実施。１日
の学習スケジュール、高速マス
ター修得目標数を立案します。
また、前日までの修得数ランキ
ングなどを発表します。

各ラウンド１時間で英単語
を集中トレーニングします。

東進の授業を
集中して受講。
確認テストSS
合格が必達目
標です。

本日の学習、高速マス
ター修得目標数に対し
ての総括を行います。
仲間の前で明日の決
意宣言と、本日の自宅
学習の目標宣言を行っ
て校舎での１日の学習
が終わります。

終礼

下校

講座受講

モチベーションを高
める校舎オリジナル
イベントです。合格
報告会、トップリー
ダーと学ぶワーク
ショップ、担任助手
による大学紹介、合
格設計図作成会など
を実施します。

特別イベント

開始前の面談で、保護者に「5日間やり切る」決意表明をして英単語集中特訓に臨みます。また、5日間修了後には、「英単語集中特訓報告面談」（三者面談）を行います。

１日の
学習の
流れ
（例）

コーチングタイムでは、「こ
うやったらうまく覚えられ
た」などの好事例をチーム内
で共有することで、メリハリ
をつけて暗記を進めます。

朝礼
9：00

9：30

10：30 13：30

11：30
12：30

15：00
15：30

16：30
17：3017：30

18：00

高速マスター
トレーニング会

高速マスター
トレーニング会

ラウンド１

ラウンド2

この日最後の単語暗記トレー
ニングです。最後まで集中し
て取り組みましょう。

高速マスター
トレーニング会

ラウンド3

コーチングタイム

授業の振り返りや効果的な復
習方法のアドバイスを行います。

コーチングタイム

1800語覚えれば、高校で英単語には困らない！
大学受験（大学入学共通テスト）の英文がスラスラ読める！
中学レベルの単語知識では、ほとんどの単語の
意味わからず、そもそも読めない

1800語覚えればわからない単語がなくなる。
単語でつまずかないから、読める！ 解ける！

※予定。実際の運営と異なる場合があります。

英単語１８００ １つも覚えてない場合（中学レベルの単語のみ） 英単語１８００ 全て修得した場合

Yet another proverb states: “Early to bed, early to 
rise makes a man healthy, wealthy, and wise.” Larks 
may jump out of bed and welcome the morning with 
a big breakfast, while owls hit the snooze button, 
getting ready at the last minute, usually without 
breakfast. They may have fewer meals, but they eat 
late in the day. Not exercising after meals can cause 
weight gain. Perhaps larks are healthier. Owls must 
work or learn on the lark schedule. Most schooling 
occurs before 4:00 p.m., so young larks may perform 
certain tasks better. Business deals made early in the 
day may make some larks wealthier. What makes 
one person a lark and another an owl? One theory 
suggests preference for day or night has to do with 
time of birth. In 2010, Cleveland State University 
researchers found evidence that not only does a 
person's internal clock start at the moment of birth, 
but that those born at night might have lifelong 
challenges performing during daytime hours. Usually, 
their world experience begins with darkness. 
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weight gain. Perhaps larks are healthier. Owls must 
work or learn on the lark schedule. Most schooling 
occurs before 4:00 p.m., so young larks may perform 
certain tasks better. Business deals made early in the 
day may make some larks wealthier. What makes 
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昼食
休憩

最大の
理由

脳科学的に
暗記は早期に
取り組むのが正解！
高校生は脳の転換期。
丸暗記が苦手になると
されています。

東大98.9%、京大97.2%、早稲田政経96.8%、慶應経済98.5%など難関大の英単語もカバー！


