
　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！
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覚えていない単語を
リストアップして集中攻略！3
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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。
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高速マスター
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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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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！


